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資源の維持・増大で
沿岸漁業の発展を!!
（社）全国豊かな海づくり推進協会
会長理事

今年度から協会の会長に就任致しました。
前任の植村正治会長が築かれました礎を更に
積み上げていくことが私の任務であると決意
する次第であります。
（社）日本栽培漁業協会が水産総合研究セ
ンターの栽培漁業の技術開発部門として統合
された現在も、栽培漁業に関する幾多の技術
の展開を背景とした資源の維持・増大なくし
て明日の沿岸漁業をイメージすることはでき
ません。
種苗量産は、当初、県営で開始されました
が、その後、法的環境整備による誘導もあり、
多くの県では、公益法人を組織し、運営を漁
業者を始めとした関係機関の協力によって造
成した基金の運用に依存する設計で進められ
てまいりました。しかし、常態化した低金利
情勢は、機能不全を招来し、いずれの組織も
その経営は極めて深刻な状況にあり、地方自
治体の財政事情も窮迫する中で、支援を期待
することには限界があり、有効な対応策もな
く苦慮しているのが現状であります。また、
多くの種苗量産施設は老朽化しつつあり、更
新を必要としておりますが、法定耐用年数と
の不整合から財政支援を受けることが不可能
な状況でもあります。
昨今の漁業を取り巻く環境を見ますと、資
源の衰退、漁獲の減少、魚価安、海洋環境の
悪化など大変厳しいものがあり、栽培漁業の
真の推進者であり受益の中心である漁業者は
高齢化し、所属する系統組織の沈滞は推進力
の低下に繋がっています。
しかし、これらの問題の基本となるのは、
資源ではないでしょうか。世界的に水産物の
良さが見直され、日本が買い負けるほど需要
が高まっている今日、その源となる資源のあ
り方にもっともっと注目しても良いと思いま
す。幸いなことに長年の技術開発を経て人工
的に種苗生産が可能となり、また、放流事業
等の成果により、いくつかの魚は資源が回復
し資源培養の基礎が出来つつあると思いま
す。
一方では、せっかく資源管理や種苗の放流
を行っても陸域からのゴミなどによる海域汚
染の進行等により、放流効果が相殺されてし

服部 郁弘

まう事例も散見され、今後こうした問題も関
係団体や行政機関による積極的な取り組みが
必要であると考えています。
現在、協会では、平成18年度より始まって
いる国の補助事業である「栽培漁業資源回復
等対策事業」を展開しておりますが、この事
業は、都道府県への栽培漁業の補助事業が税
源移譲の対象になったことと呼応していま
す。全国を対象とするには、予算規模として
は1.5億円弱と些かで少ないのですが、14海域、
延べ54道府県が参画する大型事業であり、広
域の回遊性魚種を主対象に関係道府県が連
携・協力して、適地に種苗を放流し、効果調
査を実施する内容となっています。更に、栽
培漁業の展開と漁場の整備の効果的対応の促
進に向けての諸調査、豊かな海づくりに向け
て、アマモ場造成、磯焼け対策などにおいて、
水産関係者に止まらずより広範な国民参加を
期待しうる啓発活動などの事業を国から受託
しています。
また、協会の独自事業も、これら水研セン
ターからの委託事業や国からの補助・委託事
業と密接な関連を持たせつつ、会員である都
道府県及び漁業系統団体の要望を踏まえて、
豊かな海づくりに関連する現地研修会や様々
な事業の開催など、多様な支援を行ってまい
ります。
資源の適切なる保存管理を核に、さらには
都市と漁村の交流の実践を通じて「豊かな海
づくり」を実現していく事が重要だと思いま
す。
これらの目標に向けて何をなすべきかが私
たちに課せられた使命でありますが、多くの
皆さんからのご協力、ご支援を賜らなければ
なりません。とりわけ、国の果たしていく役
割は食料の安定的供給という国民的視点が重
要であります。
最後に、私たち豊かな海づくり協会がその
運動の先頭に立つ覚悟でありますが、同時に
水産庁等行政機関、水産総合研究センター、
県や市町村等地方自治体、沿岸漁業者等系統
団体の皆様のご協力を頂くようお願いする次
第であります。
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耕海富国の精神
岩手県漁業協同組合連合会
専務理事

自然に抗することは出来ないが、共生すること
の出来るのが漁業だと思う。
岩手の海は「きれいな海」であると県内外の
方々に評価されている。本県の森・川・海の豊か
な環境をみんなで守り育てているからであろう。
一例をあげると、森林面積は県土の77％を占め、
魚付き保安林の面積も北海道に次いで全国第 2 位
である。森林と木のないところの土砂流出量を比
べると、森林 1 に対して、耕地は7.5倍、裸地は
150倍であり森林が雨の勢いをやわらげ、土砂の
流出を防いでいることが良くわかる。
時代を遡ると、農耕文化が定着していない縄文
時代は狩猟と漁労で生活しており、それは貝塚か
らもわかるとおり、海の恵みを利用してきた歴史
は長く深い。本県沿岸では大船渡湾岸を始め、多
くの貝塚や遺跡があり、漁労道具、貝殻、魚など
の骨が出土し、当時の海の豊かさを今に伝えてい
る。
原始的な狩猟時代から時を経て漁労技術、設備
等は著しく進歩、発展したが、ただ獲るだけでな
く資源の増殖によって安定的に持続生産する段階
へ進展させようという視点から構想された栽培漁
業は、国際的な200海里体制が定着する流れの下
で、1980年代から全国的に栽培漁業の拡大が図ら
れ、沿岸漁業の中に定着するようになった。
本県における栽培漁業の始まりともいえるサケ
人工ふ化放流は、1895年（明治28年）宮古市鍬ヶ
崎にあった水産補習学校（現宮古水産高校の前身）
で採卵・放流を行ったのが最初といわれている。
また、本県初の人工ふ化場は1905年（明治38年）
津軽石川に設置され現在まで脈々と受け継がれ、
その歴史は一世紀を超えている。
本県の漁業は、早くから沿岸に着目し、1960年
代後半から普及拡大したワカメ、ホタテガイなど
の養殖、更には、永年にわたり取り組んできたサ
ケのふ化放流事業が実を結び1970年代後半からは
本県沿岸漁業の大きな柱となり、つくり育てる漁
業に力を注いだ先人の成果が、今日の本県漁業を
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杉本 功陽

支えているといっても過言ではない。
しかしながら、1970年代後半から韓国産養殖ワ
カメの輸入、1990年代に入るとサケ・マス類、中
国産養殖ワカメの輸入急増、更にはバブル崩壊に
伴う経済の停滞などにより、本県の漁業・養殖業
は価格の低迷、暴落に直面し、近年は、大型クラ
ゲの大量来遊、低気圧災害、燃油の高騰などが加
わり漁業経営は厳しさを増している。
本県のこれら種目は往時に比べ生産量は減少し
ているものの養殖ワカメ、アワビは全国第 1 位を、
秋サケは同 2 位の生産を維持するなど官民一体と
なり粘り強く養殖・栽培漁業に取り組んでいる。
一方、世界的には水産物需要の増大を背景に一
部品目においてはいわゆる「買い負け」が発生す
るなど、水産物奪い合いの時代の到来が懸念され
ているおり、食用魚介類の自給率を高めるうえか
らも、自然と共生しうる栽培漁業の一層の推進に
より、生産基盤の維持・拡充が望まれる。
本県の先人で明治・大正時代に活躍し、オット
セイ王などといわれた水上助三郎は吉浜村千歳
（現大船渡市）の自宅で「水産狂夫水上助三郎」
と書き、他の一枚の紙に「耕海富国」と書いた。
そしてこれを神棚にしっかりとはりつけ、「海を
耕して国を富ます」ことを一生の念願としていた
ことが大日本水産会刊行の水上助三郎伝に記され
ている。
同伝の一節に「某県の・・港を観光と貿易の港
にするから、水産養殖は撤廃せよ」との県の申し
入れに、水上は県庁に乗り込み「国家興隆の道は
産業開発が第一である。水産立国を国是とする日
本が水産開発の養殖事業を優先し、保護育成しな
いで、どこに国家の興隆、地方産業の発展がある。
産業なくして何で貿易港だ」と怒鳴ったのである。
一歩も引き下らない不動の態度に、知事も遂に頭
を下げた・・とのエピソードも紹介されている。
時代は移っても、「きれいな海」を守ることと
「耕海富国」の精神と行動力を引継ぎ、豊かな海
を実感し続けたいものである。

新会長に服部郁弘氏（全漁連会長・香川県漁連会長）選出
平成19年 7 月13日（金）午後 1 時30分より、東
京千代田区のコープビルで、平成19年度第 2 回理
事会及び平成19年度臨時総会を開催した。

として、議決権のある会員に臨時総会開催の文書
通知を出状し、開催の事務を行った。
平成19年度第 2 回理事会は、山本副会長が議長

理事・監事の出席状況は、理事現在数22名、本

に就任し、「役員の補欠選任に関する件」が審議

人出席 5 名、代理出席10名、委任状出席 7 名、監

され、新理事候補として全漁連会長の服部郁弘氏

事 2 名中、1 名の出席があった。

を選出した。

理事会は、当協会の会長理事であった植村正治

引き続き開催された、平成19年度臨時総会は、

理事の辞任届けを受け、後任理事の補選及び会長

議決会員総数81名、内本人出席７名、委任状出席

理事の互選を行う必要から、理事会及び臨時総会

10名の出席及び書面決議63名を得て開催され、議

の議を経て、服部郁弘全漁連会長（香川県漁連会

長に新潟県漁連の当摩会長が就任し、「役員の補

長）が理事に選任され、理事の互選により新会長

欠選任に関する件」を審議した。新理事に服部郁

となった。

弘氏が選任され、理事による役員の互選により、

事務局は、7 月27日に臨時総会の開催の手続き

後任会長に服部会長が選任され、会長に就任した。

会費問題を検討
平成19年 7 月13日（金）午後 2 時10分から、千
代田区のコープビル 6 階第 2 会議室において、19
年度第 1 回理事懇談会を開催した。
議題として、海づくり協会の会費について取り
上げ、6 道県理事県の参加を得て協議した。

までに、20年度以降の会費についての方向性を出
したい旨を述べた。
次に、参加理事県から、19年度事業を策定する
予算折衝の経過、今後の栽培漁業への取り組み方
や20年度会費等について意見を求めた。

始めに、澁川副会長から栽培漁業の推進体制の

参加道府県からは、19年度は会費額を何とか確

変遷及び海づくり協会の財務概要と国からの補助

保できたが、20年度は財政事情がなお厳しい状況

金等の制約について説明するとともに、本理事懇

にあることと全国知事会の動きがあったこと等に

談会開催に至った経緯について、昨秋の栽培漁業

より予算折衝は難しいことが予想される。海づく

ブロック会議における意見及び全国知事会からの

り協会には、税源移譲後の国との関係を密にして

「法令外分担金の拠出に係わる取り扱いについて」

現在の事業の質を低下させないよう努力してもら

での縮減要請及び協会理事会並びに通常総会にお
ける会費の扱い経緯について説明した。

いたい等の意見が出された。
また、会費額についての方針をどのタイミング

また、会員が協会に対して、これからどのよう

で決めるのが一番良いのか、については、財政部

な役割を期待しているかが重要であるとの認識に

局との本格的な予算折衝が、一部県では夏場には

立って協会の会費額がどのレベルなら受認できる

始まり 9 月〜10月には全県において始まるのでそ

かという意見をいただきたい。

れまでにはっきりさせて欲しい等の意見が出た。

協会は、これらの意見を参考に、会員が財政部
局との事業計画策定に向けた予算折衝に入る秋口

これらの意見を参考に、具体的な取り扱いにつ
いて、更に内部で検討することとなった。
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福井県における栽培漁業の取り組み
福井県農林水産部水産課
主任

１

はじめに

２

石 田 敏 一

福井県水産業の概要

福井県は、日本海沿岸のほぼ中央に位置してお

本県では恵まれた自然条件の中、定置網、一本

り、県下の海岸延長の距離は412㎞である。県中

釣り、刺網等の沿岸漁業、底曳網、いか釣り等の

央部に位置する敦賀市を境に、それより北の「嶺

沖合漁業、トラフグ、マダイ等の養殖漁業が営ま

北地域」では比較的単調な海岸線であるのに対し

れており、越前がに（ズワイガニ）、若狭がれい

て、同市以南の「嶺南地域」では変化に富んだリ

（ヤナギムシガレイ）、若狭ぐじ（アカアマダイ）

アス式海岸である。

をはじめ、日本三大珍味のひとつである越前雲丹

海底の形状についてみると、嶺南地域では、沿

（バフンウニ）等の多くの特産品がある。

岸は起伏に富むものの、沖合まで緩やかな大陸棚

平成17年の海面漁業生産量は12,785トンで、主

が広がっている。一方、嶺北地域では急深なうえ

な漁業種類は大型定置網（31.5％）、沿岸いか釣

に沿岸から沖合にかけて起伏に富み、玄達瀬、松

（17.5％）、小型底曳網（13.6％）であった。同生

出シ瀬など多くの天然礁が点在している。

産額は7,598百万円で主な漁業種類は小型底曳網
（21.1％）、沖合底曳網（19.9％）、大型定置網
（17.8％）であった。
海面養殖漁業生産量は443トンで主な養殖魚種
はフグ類（31.8％）、カキ類（28.2％）であった。
同生産額は550百万円で主な養殖魚種はフグ類
（50.9％）
、マダイ（13.6％）であった。

図１

福井県の海と魚

図２
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海面漁業・養殖業の生産量･生産額
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また、主な魚種について漁獲量の全国順位をみ

種苗の供給体制については、昭和50年 7 月に県

ると、サワラ類 2 位、ズワイガニ 3 位、アマダイ

栽培漁業センターを小浜市堅海に設立し、放流用

類 4 位、ワカメ類 6 位、養殖フグ類 6 位であった。

種苗の量産技術の開発、生産、放流技術の開発等

本県水産加工生産量は9,106トンで、練り製品

の業務を行ってきている。これまでマダイ、クロ

（23.0％）、塩干品（22.4％）が主体である。名産

ダイ、ヒラメ、クロソイ、トラフグ、アユ、ガザ

品として、越前雲丹のほか、おぼろ昆布等の昆布

ミ、クルマエビ、アワビ、アカガイ、マナマコ、

加工品、サバ等のぬか漬けである「へしこ」、小

バフンウニの計12魚種の生産、試験、技術開発に

鯛等を酢漬けした「ささ漬け」、若狭かれい（ヤ

取り組んできており、現在はクロアワビ、ヒラメ、

ナギムシガレイ）の干物等が、全国的に知名度が

トラフグ、バフンウニ、アユの 5 魚種の生産、量

高い。

産技術の開発を実施しているほか、キジハタの放
流技術開発を行っている。

３

福井県における栽培漁業の推
進体制

４

魚種ごとの栽培漁業の取り組
み

本県では水産業を魅力ある産業として育成し、
漁村地域を活性化することを目的に「水産振興プ

ヒラメ
1

ラン21」を策定した。このプランでは平成22年を
目標年次に「資源を育て、地の利を活かす水産業
の展開」を基本理念として施策を展開している。

ヒラメの漁獲量は平成 6 年の146トンをピーク

栽培漁業については、つくり育てる漁業の推進

に減少し、平成14年に57トンにまで落込んでいた

の中核をなす施策と位置付けている。栽培漁業を

が、平成17年にはピーク時の半分程度の73トンま

計画的かつ効率的に推進するため、平成17年 3 月

で回復している。

に「第 5 次福井県栽培漁業基本計画」を策定した。

漁獲金額は平成 6 年の 5 億 4 千万円をピークに

目指す方向として、地域特性やニーズに対応した

減少し、近年は 1 億 5 千万円から 2 億円で推移し

魚種を選定し、種苗生産、中間育成、放流、その

ている。また、平均単価は平成10年以前では

後の適切な管理等に一体的に取り組み栽培漁業を

3,000円/㎏以上であったが、平成16年以降2,000円

より推進していくことにしている。

/㎏以下となっている。

計画推進にあたっては、①費用対効果が高く、
漁業者による事業化意欲の高い魚種に重点化、②
種苗生産、中間育成等のコストの低減を図ること
で、漁業者の投資効果を向上、③県栽培漁業セン
ターでは放流種苗だけでなく養殖種苗も生産する
ことにしている。
表１

栽培漁業基本計画対象種と目標数値

図３

ヒラメの漁獲量と放流尾数

種苗生産事業は栽培漁業センターにおいて、昭
和55年の種苗生産試験から着手し、平成元年には
12万尾、平成 4 年には40万尾の放流を行うように
なり、平成 9 年以降は県栽培漁業協会（現、県漁

5

港漁場協会）が県内放流用中間育成業務を主体と

アワビ
2

して実施し、ヒラメ栽培漁業の中心的役割を担っ
ている。年によって増減はあるももの毎年ほぼ同
水準で現在に至っている。

県内では、潜水、磯見漁法で漁獲されている。

中間育成後の放流サイズは当初80㎜であった

平成 7 年に 9 トンと極端に減少したような年も見

が、より放流効果を高めるため、平成15年以降は

られるが、近年の漁獲量は20トンと比較的安定し

大型の100㎜サイズでの放流を行っている。

ている。

また、漁業者の取組みとして、漁村青壮年グル

種苗生産は栽培漁業センターで昭和52年からク

ープ連合会が、自主的な漁獲規制を導入し、平成

ロアワビを対象として実施されている。過去には

9 年に全長25㎝以下の漁獲禁止、平成12年以降一

例年40万個の生産を行ってきたが、最近の生産数

部地域を除き全長30㎝以下の漁獲禁止を導入し種

は15〜17㎜サイズ26万個で、県内漁協に有償で販

苗放流による資源添加と、併せて小型魚の保護に

売し、中間育成で30㎜サイズまで育成後、放流さ

よる資源管理を実践している。

れている。

19年度の資源評価は、日本海北・中部系群の資

放流数は近年20〜30万個で推移しているが、県

源の動向は増加傾向、水準は中位と若干好転して

内産種苗だけで放流数量を確保できない年は、県

きたようにみられるが、15、16年度の評価は低位、

外からの種苗購入によって不足分を補うこともあ

減少傾向となっていた。このため、15年10月の日

る。漁業者からは以前それほど漁獲されなかった

本海中西部府県水産主務課長会議において、石川

場所でもアワビが漁獲されるようになったり、深

県から島根県までの 6 府県でヒラメの栽培漁業に

場で大型のアワビが見られるなど放流効果を実感

ついて連携して放流効果の向上、資源回復を図っ

している魚種の 1 つである。

ていくことになり、平成17年度から水産庁、（独）
水産総合研究センター、（社）全国豊かな海づく
り推進協会等の指導、協力のもと日本海中西部海
域での都道府県広域連携調査を実施している（18
年度から山口県参加）。調査の中で、本県は石川
県とともに拠点放流を実施し、鰭カットした種苗
約 7 万尾の放流と放流効果調査を実施している。

図４

写真１

アワビの漁獲量と放流量

広域連携調査で放流する鰭カットしたヒラメ種苗

放流効果調査は、栽培漁業センターが中心とな
り県内 5 市場（福井、敦賀、美浜、小浜、高浜）
で実施している。平成18年の混獲率は4.6〜9.1％
である。

6

写真２

放流されるアワビ種苗
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キジハタ
3

コストの低減等の技術開発を進め、漁業者主体の
放流事業への実施を図ることにしている。

18年度からキジハタ種苗の漁業者による中間育
成技術の向上を図るため、放流試験を実施してい
る。
（独）水産総合研究センター玉野栽培漁業セン
ター等から種苗を入手し、約 3 ヶ月間中間育成後
放流した。マダイの中間育成は漁業者も習熟して
いるが、キジハタは初めてで摂餌行動の違いに戸
惑ったものの、全体として飼育状態は外観的に大
きな問題はみられず、今後も中間育成、放流の試
験事業を行っていく予定である。
写真４

５

育成中のバフンウニ種苗

おわりに

本県における栽培漁業（種苗放流）は、昭和50
年に栽培漁業センターが設立される以前から、ア
ワビ種苗の種苗放流が行われるなど、30年以上の
長期にわたり様々な魚種で事業展開してきた。こ
の間放流する種苗の大型化や放流方法の改善等の
写真３

中間育成中のキジハタ種苗

バフンウニ
4

放流効果の向上や、生産経費、中間育成経費の削
減、育成方法の簡略化等の技術開発が行われてき
ているが、栽培漁業の最終目的である「水揚げ等
から放流経費を回収して放流事業を繰り返す」事
業化には至っていない。

バフンウニの生殖腺を塩漬けにした福井県特産

また、漁業生産量、生産金額減少に伴い、栽漁

品「越前雲丹（えちぜんうに）」は、三河の「こ

業を取巻く情勢は年々厳しくなっており、従前の

のわた」、肥前の「からすみ」と並んで日本三大

放流事業を漫然と進める状況ではない。

珍味とされ、高い評価を得ている。
昭和60年以前は毎年100トン以上漁獲されてい
たが、平成元年以降急速に減少し、平成15年以降

今後も、種苗生産体制、放流事業の見直しを行
いながら、栽培漁業を推進し、水産資源の維持・
管理に努めて生きたい。

は10トンに満たない漁獲量となっており、資源回
復のため、漁業者からは種苗放流を強く期待され
ている魚種の 1 つである。
平成10年以降、減少原因の解明、量産技術開発、
放流効果調査を水産試験場と栽培漁業センターが
共同で行っている。18年度には最近の大型種苗放
流による早期の効果発現をめざし、20㎜サイズ11
万個の放流を実施したところである。今後も生産

7
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香川県における栽培漁業の取り組み
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また、平成17年の海面漁業生産額は81.7億円で、
前年に比べて98％に減少し、県内海面漁業生産額
は平成 7 年に比べると93％に減少しており、資源
の減少と魚価の低迷が大きく影響している。
瀬戸内海は、多く島嶼部を持ち、様々な海流・
海底地形により、多種多様な魚種に恵まれた海域
である。
本県の漁船漁業は、この海域特性を活かして、
小型底びき網、船びき網、敷網、刺網、釣、はえ
縄など多様な漁業が行われている。
平成17年の県内海面漁業生産量では総漁獲量
23,692トンで、その約50％をカタクチイワシやイ

これまで、本県における沿岸漁業の健全な発展
と水産物の安定的供給の確保を図るため、「つく
り育てる漁業」の実現に向けた中核的な施策とし
て、栽培漁業を推進してきた。

カナゴ等の多獲性魚種で占め、ヒラメやカレイな

しかしながら、昭和50年代後半以降、社会経済

どの定着性魚種は約22％である。多獲性魚種は年

の発展を背景に漁船や漁具の大型化、省力化など

変動が大きいが、定着性魚種については、低位水

による過剰な漁獲努力や沿岸域の都市化や工業化

準であるが、毎年安定した推移を示している。

に伴う漁場環境の悪化等により、水産資源の減少
が進んでいる。
このような状況の下、関係者の創意工夫と努力
を蓄積し、栽培漁業に係る技術の開発を促進する
とともに、資源管理型漁業との一層の連携のもと、
漁業者を中心とした関係者の積極的な取り組みを
進め、本県沿岸漁業における漁業生産や漁業経営
の安定を図りながら、優良な水産物を安定的に供
給するため、「第 5 次栽培漁業基本計画」を策定
し、「責任ある栽培漁業」を計画的かつ効率的に、

図１

8

香川県の漁船漁業生産量

関係機関と連携を図り、鋭意取り組んでいる。
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異常高水温、大型台風の来襲で、親の斃死や産仔
不調といった問題が発生し、平成17年はほとんど
生産ができなかった。平成18年、19年はそのダメ
ージから回復しつつある。
放流は平成14年春に 2 万尾、平成15年に 4 万尾
を試験放流し、平成16年からは一般放流もはじま
り合計12.5万尾を放流した。ほとんど生産できな
かった平成17年を除き、平成18年、19年も各8.5
万尾、7.5万尾を放流した。
試験放流の結果は、放流後確実に増えており、
親魚収集の中心となった小豆島では平成13年に60
尾であった漁獲が、平成18年で486尾、ほとんど
漁獲のなかった香川県東部のさぬき市では、平成
14年 2 尾であったものが、平成18年241尾となっ
ている。放流魚の混獲率も高く、平成18年末現在、
小豆島では平成14年発生魚で21％、平成15年発生
魚で50％、さぬき市ではさらに高く平成14年発生
魚で87％、平成15年発生魚では99％を示している。
また、この魚は浅場に生息し、移動も少なく、さ
ぬき市では、87％が放流地点から500ｍ以内で再
捕されている。
図２

《地域特有種：タケノコメバル》
瀬戸内海ではタケノコメバルは昭和30年代まで
主要な魚種として、メバル、カサゴと並んで漁獲
されていたが、昭和40年代からめっきり姿を見る
ことがなくなった。肉質は白身で淡白、最大1.2
㎏の大型になることから刺身にも適している。
平成10年から県下漁協、魚市場に収集依頼し、

図３

産仔直後の仔魚

タケノコメバルは、仔魚の浮遊期間が 5 ヶ月以
上もあることから、今後も継続的に放流を続ける
ことで、放流地はもとより拡散によって香川県沿

その後の 3 年間でようやく200尾程度の親を集め

岸域全体で資源の回復が可能になると考えてい

た。平成13年春に、全国で初めて、約 1 万尾の種

る。しかし、長らく人々の記憶から消えていたお

苗が生産できたが、形態異常や生殖腺異常が発生

かげで、市場での価値が確立されていないことが、

した。それらの問題を解決しつつ、平成14年、15

今後の課題である。漁業者が放流したい魚、売れ

年にはともに約7万尾、平成16年春には22万尾の

る魚にしなければ、放流を続けることも困難にな

種苗を生産した。しかしながら、平成16年の夏の

り、そのためにも今までの着眼点と異なった方向

9

性でのブランド化方策などで知名度を上げていく

流しさし網漁業で捕獲した採卵用の親魚を提供

必要がある。

し、県は県有船で親魚の収集及び人工授精を行っ
て受精卵を確保、国がその受精卵を使用し、種苗
生産を行うという、三位一体となって取り組んで
いる。
さらに、放流成果を高めるため、漁業者と県が
中間育成を実施している。
県では、全国に先駆け、平成11年度から築提式
大規模中間育成場で中間育成試験を実施してい
る。当初サワラに関する知見は少なく手探りの状

図４

放流後確認された稚魚

態で開始したが、今では80％以上の生残率で大型
種苗を放流できるようになり、平成19年度までに

《広域回遊種：サワラ》
香川県では、春を代表する魚として、古くから
郷土に親しまれている魚である。

全長約100㎜の大型種苗を248千尾放流している
（表 1 ）。
なお、中間育成に伴って、得られた知見は「中

しかし、全県の漁獲量は、昭和61年の1,075ト

間育成マニュアル」を作成し、公表した。（香川

ン以降、年を追って減少し、平成10年度には17ト

県 水 産 試 験 場 ホ ー ム ペ ー ジ

ン程までに激減した。

http://www.pref.kagawa.jp/suisanshiken/）

そして、自己の捕りすぎを自覚した漁業者の間

表１

築堤式大規模中間育成場での中間育成結果

に「サワラ資源の回復を図ろう」という気運が高
まり、国や県に支援の要望を実施するとともに
「漁業者自身で出来る事は、積極的に取り組む」
ことを決意して、資源の早期回復を目指している。
これを受けて、平成10年度から県では栽培漁業
によるサワラ種苗の資源添加を実施するため、日
本栽培漁業協会（現在、（独）水産総合研究セン
ター）で種苗生産技術開発が再開されるよう要望
し、再開された。
しかしながら、サワラ資源の状況が非常に悪い
中で受精卵を確保するために、漁業者は、さわら

平成13年の春には、前年標識を付けて放流した
サワラが再捕されたことで、この魚が「放せば帰
ってくる回遊魚」であることが、世界で初めて証
明された。
また、放流には中間育成をして大型化した方が
効率が良いこと、播磨灘や備讃瀬戸及び大阪湾の
広範囲に移動・回遊しながら成長し、水温の低下
に伴い、鳴門海峡を経由あるいは友ケ島水道を経
由して、紀伊水道以南の海域へと南下し、そして
越冬後春になると再び内海に入り込んで来るこ
と、放流魚の天然環境での成長が天然魚と差がな
いことも確認された。
最近では、香川県で今年度の春に漁獲したサワ
ラのうち、平成17年度に放流したものが3.1％、

10
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額県費委託であり、成果物（種苗）を放流用・養
殖用種苗を販売し、収入計上して委託費に充当し
ている。
しかし、近年の厳しい県財政状況により、財政
当局からは、委託事業の収入・収支バランスを厳
（標識魚の耳石）

しく追及されており、視点を変えた栽培漁業の推
進を余儀なくされている。
こうしたなか、単に栽培対象魚種を資源増大さ
せるだけでなく、対象魚種の知名度をアップし、
漁業者だけでなく、広く県民に理解を得る必要が
あると考え、平成18年度からタケノコメバルにつ
いて、新たな展開として、ブランド魚対策事業と
の連携し、㈱三越高松店でテスト販売するととも
に、本県の栽培漁業の取り組みのパネルで、栽培

（成長が早いサワラ稚魚）

漁業の必要性を、より多くの県民にアピールして
いる。

（放流後、元気に泳ぐサワラ稚魚）
（栽培漁業の県民へのアピール）

平成18年度に放流したものが11.1％混獲され、こ
れら一連の取り組みが、着実に漁業資源に反映し
ていることが確認されている。

栽培漁業の推進は、漁船漁業の根幹である。漁
業者のマンパワー自体が、衰退の域に達しつつあ
過去には、県下各地において、地区漁連、単協
等で種苗の中間育成を行っていたが、平成12年度
以降には、中間育成の集約化を図るため、県が築
堤式の大規模中間育成施設を整備し、より放流効
果が高いと思われるクルマエビ、ヒラメ、サワラ

る現状において、舵取りを行政、水産団体、研究
機関のそれぞれが、「誰のための栽培漁業か」、
「この研究が漁業者のためになるか」を常に考え
る必要がある。
特に、行政が陥りやすい机上の計画主義から、

について、大型種苗の生産・中間育成を（財）香

直接漁業者の声を聞く現場主義へ移行し、香川県

川県水産振興基金（以下、基金という。）へ委託

「さぬきうどん」のコシのような粘り腰で、栽培

し、実施している。委託事業は、人件費を含む全

漁業の推進に取り組みたいと思っている。
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ウイルス病を水際で防ぐ
〜アカアマダイ親魚の選別によるウイルス性
神経壊死症（VNN）の垂直感染防除〜
独立行政法人

水産総合研究センター
宮津栽培漁業センター

技術開発員

はじめに
アカアマダイは、近年魚価の低迷が続くなかで、

竹 内 宏 行

的な放流技術開発に向けて、さあ、いかに放流す
るか、といった矢先の平成16年度のことでした。

安定して価格の高い魚種であり、長崎県対馬で

過去最高の48万尾の種苗を生産でき、放流サイズ

「紅王」、島根県出雲で「小伊津アマダイ」、山口

まで育てる途中（全長約 5 ㎝）で（図 2 ）、ウイ

県で「萩のアマダイ」、福井県では「若狭ぐじ」

ルス性神経壊死症（以下VNN）に感染している

と名付けられ、ブランド化への取り組みが進めら

ことが分かりました。はじめは 1 水槽のみでした

れています。京都府でも平成16年から「京丹後ぐ

が、感染は隣の水槽へも広がり、結局すべての稚

じ」として売り出し中です（図 1 ）。このアカア

魚を処分することになりました。5 ㎝まで育てた

マダイについてはこれまでにも本誌で、採卵から

稚魚をすべて殺処分しなければならない無念さは

種苗生産について（No. 2 掲載）や、稚魚の生態

今でも忘れられません。VNNはこのように仔稚

について（No. 6 掲載）紹介されました。アカア

魚期に甚大な被害を及ぼす病気として知られてお

マダイは定着性が強く、広範囲な移動をしないと

り、いろいろな魚種の種苗生産で問題となってい

考えられており、地域に密着した栽培漁業対象種

ます。ここでは、私たちが取り組んだアカアマダ

と言えるでしょう。

イのVNN防除対策について紹介します。

アマダイの本場京都にある、宮津栽培漁業セン
ター（以下宮津センター）では、昭和59年からア
カアマダイの親魚養成と種苗生産技術開発を進め
てきました。種苗生産尾数は、天然魚からの人工
授精による採卵法を開発したことで、ここ数年順
調に増え続け、近年は10万尾を越す種苗を生産で
きるようになり、量産化のめどが立ったと自信を
持ち始めていました。種苗放流にも着手し、本格
図２

全長約５㎝に育った稚魚

感染ルートの調査
VNNの感染ルートを調べるため、養殖研究所
上浦栽培技術開発センター（以下上浦センター）
の協力を得て、宮津センター内で、採卵のために
活け込んだ天然魚、飼育している親魚と稚魚、親
魚や稚魚に使用している餌料を調べたところ、ウ
図１ 京都府伊根町漁協に水揚げされたばかりの
「京丹後ぐじ」。
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イルスが見付かったのは採卵用の天然魚だけでし
た。この結果から、感染の原因は、天然親魚由来

のウイルスが仔稚魚に感染する、垂直感染であろ

ルス陰性（陰性：ウイルスを持たない）と判定さ

うと推測されました。微量のウイルスが親魚から

れた親から採られた精子または卵だけを飼育に使

搾った卵とともに飼育水槽に入り込んでふ化仔魚

用することにしました。

に感染し、仔魚の体内でウイルスが増殖すること
で病気が発症し、死亡した仔魚から大量のウイル
スが水槽内に蔓延し、水槽内の仔稚魚に急激に感

採卵方法の改良
人工授精に必要な精子と卵は以下の方法で確保
しています。まず購入してきた雄親魚の精巣から

染が拡がると考えられました。
栽培漁業の代表格であるヒラメでもこれまでに

個体毎に精子を抽出し、頭部（脳と眼球）は検査

VNNは発症しており、その防除対策が講じられ

のために上浦センターへ送ります。精子は人工精

てきました。ヒラメは通常、養成した親魚から自

漿という人工的に作製した精液の中で数日間冷蔵

然産卵により採卵しますが、すべての親魚からあ

保存できます。眼球の検査結果を待って、ウイル

らかじめ生殖腺の一部を採取してウイルス検査

スを持たない雄から得られた精子だけを人工授精

し、ウイルスを持っていない親だけ用いて産卵さ

に用います。
雌親魚は漁獲された後に成熟のためのホルモン

せることで、VNNを防除しています。
しかし、アカアマダイの場合、ウイルスに感染

を注射し、1 日後または 2 日後に卵を絞り、ウイ

している個体でも、その生殖腺からウイルスは検

ルス陰性の精子をかけて人工授精します（図 3 ）。

出されず、脳や眼球（視細胞）からしか検出され

この時点では、雌がウイルスを保有しているかど

ません。このウイルスが主に神経細胞の集まって

うかは分からないので、採卵後直ちに魚体を検査

いる組織で増殖するためです。生殖腺ではウイル

のために上浦センターへ送ります。ヒラメなど他

スの量が微量すぎて検出されないのではないかと

の魚種ではふ化してから飼育水槽へ収容する方法

考えられました。そこで、VNNウイルスを完全

が普通ですが、アカアマダイのふ化仔魚は非常に

に防ぐためには、生殖腺や卵を調べるのではなく、

弱く、ふ化仔魚収容ではその時の環境の変化が刺

脳や眼球を調べる必要があることが分かりまし

激となって死ぬ恐れがあるため、ふ化前に卵で収

た。

容していました。アカアマダイの受精卵は水温

採卵前の生殖腺調査でチェックできず、親魚の

20℃ではおよそ40時間でふ化します。そのため、

眼球を調べなければウイルスを持っているか分か

受精卵がふ化するまでに検査を終了し、結果を出

らないというのは長期養成している魚種では致命

すことが必要となります。

的です。しかし、アカアマダイの採卵方法は前述

検査結果が出るまでの間、受精卵は個体毎にバ

したように漁獲直後の親魚からその年限りで精子

ケツに収容して管理します。この間、人が触った

または卵を採取し人工授精しているので、採卵後

り、海水の飛沫によってバケツからバケツにウイ

の親魚を検査することは可能です。そこで、卵ま

ルスが感染しないように注意しなければなりませ

たは精子を採った後の親魚を直ちに検査し、ウイ

ん。上浦センターでは人工授精の翌日の夕方に宅

図３

親魚の選別による採卵方法の手順
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配便を受け取ってから
直ちに解剖・検査を行
い、検査結果が判明す
るのは午後 9 時頃にな
ります。人工授精から
約30時間後の午後 9 時
すぎに、上浦センター
からの検査結果の連絡
を受け、ウイルス陰性
の雌から得られた卵の
み集めて飼育水槽に収
容します。この方法で、
雄も雌もウイルス検査
で陰性だった組み合わ
せの受精卵だけを飼育
水槽へ収容することが
できます。ウイルス陽
性だった精子や受精卵
は残念ですが塩素消毒
して処分します。

図４ アカアマダイの採卵手順。（左上）卵の搾出、（右上）精子をかけて授精させる、
（左下）親毎に別々に搾った卵、この後バケツへと移す。（右下）バケツの列、搾
った卵は親の検査結果が出るまで個別に管理します。

親魚選別によるウイルスの防除効果
このように手間の掛かる方法で平成17、18年の
2 年間採卵しました。平成17年度は、採卵した卵

使用し、万全の垂直・水平感染防除の対策を実施
しました。その結果、2 回の種苗生産試験とも生
産した稚魚はVNN陰性となりました。

を用いて50kl水槽で 2 回の種苗生産試験を行いま
した。種苗生産試験では残念ながら 2 回のうち 1
回でVNN陽性となりました。原因はごく微量の

この 2 年間は、VNN防除対策を最優先させた

ウイルスを持った親魚を検査で検出できなかった

ため、飼育試験に使用できる卵の数は以前より減

ためではないかと考えられました。しかし、水槽

りましたが、親魚検査によるウイルス感染の心配

間の水平感染防止策を徹底して行ったため、他の

のない受精卵の選別方法が実用段階となりまし

水槽への感染は阻止できました。

た。しかし、検査でごく少量のウイルスを検出で

親魚検査だけではVNN感染を完全に防げなか

きなかったことが原因と思われる感染がみられた

ったことから、平成18年度はさらにオキシダント

ように、現在の検査が完全な技術とはまだまだ言

海水を使用することにしました。オキシダント海

えません。またこの方法は、脳や眼球の検査のた

水とは海水を電気分解することで生じる強力な酸

めに雌親魚から一度しか採卵できない、ウイルス

化物質オキシダントを含む海水で、卵を洗浄すれ

陽性の卵は廃棄しなければならず無駄が多い、面

ば受精卵に付着したわずかなウイルスを殺す効果

倒な個別管理の必要があるなど実用化には問題点

が期待できます。また、活性炭でオキシダントを

が残っています。

除去したオキシダント殺菌海水は仔稚魚の飼育水

現在、上浦センターと新しいVNN防除法につ

に利用でき、クロマグロではVNN防除効果が確

いての取り組みを始めています。アカアマダイの

認されています。

栽培漁業を積極的に進めるために、今後もより実

上浦センターでは親魚のウイルス検査の精度の

用的で有効にウイルスの侵入を水際で食い止める

向上を図るとともに、宮津センターではオキシダ

ことのできる採卵方法を確立したいと思っていま

ント海水による受精卵洗浄も加え、さらに仔稚魚

す。

の飼育ではオキシダント殺菌した海水を飼育水に
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今後の展望

特集・漁業と市民の接点 ①

は受けられない。水中だけですべてを解決しなけ

レクリエーションダイビングと漁業の沿革

ればならない。習得が簡単なだけに、危険な潜水
機だと言える。

ダイバーと一口に言ってしまうが、潜水漁業を

1960年代は、遊びのダイビングは、ほとんどが、

行う漁業者もダイバーである。もちろん海士・海

魚突き（スピアハンティング）あるいは磯ものの

女さんもダイバーである。潜水作業者もダイバー

採取を目的として行われた。高価な道具を買った

である。それぞれ、話題があるけれど、ここでは、

のだから、その元を取らなければ損だという考え

遊びで潜るレクリエーションダイバー（レジャー

であり、食糧難の時代をくぐり抜けた直後であっ

ダイバーとも呼ばれる）、研究調査のために潜る

たから、食べられるものを取るのは当然であり、

リサーチダイバー、それも、スクーバを使うダイ

密漁という意識は無かった。

バーについて述べることにする。

漁業者の方もまだこの潜水器がどのような性能

（漁業関係ではスキューバと呼ぶことが多いが、

のものか知らず、あの辺に行くとサザエが多いな

ダイビング雑誌、機材のカタログ、NHKの放送

どと教えてくれる場合もあり、牧歌的な時代であ

での呼び名は、スクーバである。
）

った。

漁業のための潜水の歴史は古い。素潜りの海
士・海女はともかくとして、ヘルメット式潜水器
を使う漁業は、明治18年頃から始まり、房総半島
の大原沖の器械根（ヘルメット潜水器を使って潜
るので）では、乱獲による漁業制限と、解禁を繰
り返して今日に至っている。スクーバを使うダイ
ビングは、1953年に日本にアクアラングという商
品名で紹介されて以来のことであり、普及し始め
たのは1960年代である。このスクーバによって、
ダイビングが、専門的な潜水夫、漁業者、港湾作
業者のためだけのものではなくて、遊びのリクリ

クマササハナムロ大群

エーションや科学者の科学的調査、あるいは映像
撮影のためのダイビングとして行われるようにな
った。

しかし、そんな時代は長くは続かず、やがて漁
業者はウエットスーツを着たダ

スクーバは習得が容易である。水泳が達者な人

イバーを見れば、密漁者だと見

ならば、本気になって習えば、一週間ていどで出

なすようになった。一方ダイバ

来るようになる。その反面、ヘルメット式のよう

ーの方も、アワビ、サザエ、伊

なホースを使う送気式潜水機に比べて、管理がし

勢エビなど動かない水産物を取

にくい。送気式潜水機が糸でコントロールされて

るのはいけないと思うようには

いる凧だとすると、スクーバは糸の切れた凧であ

なったが、水中銃で魚を突くの

る。海の中で何が起ころうとも、船上からの支援

は良い、特にスキンダイビング

水中銃
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で突くのは何の問題も無いと考えていた。漁業者

どうしだから理解してもらえる。そんな形で次第

もアワビ、サザエ、伊勢エビを捕らなければ、魚

にダイビングサービスが形成されるようになって

ならかまわないと言っていたりした。実際には、

ゆく。

漁業者がなんと言おうとも、各都道府県で定めて

1980年を境として、米国のダイビング指導会社

いる漁業調整規則によれば、非漁民は、水中に潜

が日本に本格的に進出し、Ｃカードという名称の

って魚を突くことは禁止されていたのだが。

ダイビング講習修了証書が、一つの商品になった。

1967年、筆者などが主催して、日本で初のダイ

現在のダイビング業界はこの商品を中心に展開し

ビング指導者の組織、日本潜水会が誕生した。そ

ている。このシステムの成功によって、ダイビン

の会合で、魚突きの是非が議論された。「漁業者

グ人口が急増した。並行的にダイバーの受け入れ

が、良いと言えば、魚突きはやっても良い。」と

サービスを漁協が行うようになった。収入が期待

言う意見、「ことの是非は、漁業者が決めるもの

できるようになったからである。サービスを行う

ではなくて、規則で決められる。」という正論、

ようになったが自らが事業を運営する例は少な

議論を闘わせた。

く、ダイビング業者に軒先を貸す形態で行う例が

実は、ダイバーには、規則を守ろうという意識

ほとんどだった。伊豆半島の漁業組合のほとんど

はほとんど無い。その点では漁業者と一緒かもし

がダイビングサービスを行なうようになり、いく

れない。漁業者も規則と言うよりも、乱獲によっ

つかは、軒を貸して母屋を乗っ取られる感じに外

て漁獲物が無くなってしまうことをおそれて、規

からは見える。そのことの是非は論じても仕方が

則に従っているのだろう。ダイバーも同じような

ない。組合には、ダイビングのノウハウが無く、

考えで結論をだした。魚突きをやれば、そのフィ

額に汗しないで、なにがしかの収入を得られる得

ールドから魚が逃げてしまう。それに、殺してし

な選択であったのだから。

まえばその魚は終わりだ。数少ない魚を撮影した
り、観察したりすれば多人数が楽しむことができ
長続きする。魚を突いているようでは、この遊び

リクリェーションダイビングの現状と
将来展望 （亜熱帯地域を除く日本沿岸）

は拡大しない。この意見が最終決定となった。
今、日本で一番ダイバーが集まる大瀬崎では、

現在、2007年の日本では、南は亜熱帯の沖縄、

数百人が浜を埋めてダイビングを楽しんでいる。

八重山から、北はオホーツクの知床まで、ダイバ

もしも、ここでみんなが銃を振り回したらどうな

ーが潜ってみたいと思うようなほとんどの場所に

るだろうか。魚突きをやめることが、このスポー

はダイビングサービスがある。上のタイトルで、

ツ振興のポイントであると考えた判断は正しかっ
た。
1970年代、そして今でも同じ考え方であるが、

「亜熱帯地域を除く」としたのは、亜熱帯地域で
は、すでにスクーバダイビングのサービスが一つ
の産業として成立していて、そのために漁業者と

漁業組合の地先で行う、リクリエーションダイビ

の関わりが、かえって希薄になっているからであ

ングは、漁業組合が直接管理して、漁業者も一緒

る。それ以外の地域で、ダイビングサービスのほ

に潜り、ガイドするべきだと思っている。
ダイバーの側が磯のものを採らない、魚も突か
ないと決めても、漁業者はウエットスーツを着て
いるダイバーを見れば泥棒だと思った。確かに、
スクーバは密漁に使われる。密漁を業としている
ダイバーも存在している。
しかし、潜って浮いてきたところを漁業者の舟
が寄ってきて、竹竿ではたかれたという話も聞い
た。リクリエーションダイバーは、自分たちが、
白眼視されないホームグラウンドとなる海が欲し
かった。漁業組合に話しに行く、なかなか相手に
してもらえない。それでも足しげく通えば、人間
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沖縄で遊んでいるレクリエーションダイバー

とんどは、現地の漁協が関連し、なにがしかの漁

逐する。もしも、漁協が何らかの形でダイビング

協の収入源になっている。日本の沿岸漁業とリク

サービスを立ち上げることができれば、これらの

リェーションダイビングとの関連は大成功してい

密漁者は、お客さんに変る可能性があるのだが。

るように見えないこともない。漁業者が関連して

日本のリクリェーションダイバーの人口は、Ｃ

いる場所のダイビングサービスでは、密漁行為は

カードと呼ぶ、ダイビング講習システムの商品化

皆無とはいえないが、行なわれていたとしても、

が成立した1980年頃より、右肩上がりに成長し、

漁業者が許容し得る範囲である。

現在では数百万人と言われている。しかし、この

職業的な密漁は後を絶たないが、これは、明ら

数は、これまでに発行されたＣカードの累計数で

かな犯罪であり、別に論じなければならない。そ

あり、ダイビングをやめてしまう人も多い。また、

のような密漁者と善良なリクリェーションダイバ

一年に一回もしくは 2 回、休暇を取って海外のダ

ーとの区別は、漁業者に浸透したように見うけら

イビングリゾートに行くという人も多い。
日本のダイビングサービスを恒常的に利用す

れる。
一方で、漁業者公認のスピアフィッシング（魚

る、いわゆるアクティブなダイバーの総数は、40

突き）も少しずつではあるが復活しつつある。こ

万人前後であるという統計資料も発表されてい

れは漁業調整規則違反であるが、漁業者が地先の

る。この40万人と言う数は、この20年程度、横ば

海を自分の畑としているという考え方が、リクリ

い状態である。

ェーションダイバーに浸透しており、畑の持ち主

一方、ダイビングサービスの数は、うなぎ上り

が良いというならば、畑の中で何をしようが、何

に増えた。統計資料など、鵜呑みに信じることは

を取ろうが良いのではないかという、間違った考

出来ないが、漁協が関連するようなダイビングサ

え方に基づくものである。

ービスは、飽和状態に達していて、過当競争時代

ダイビングサービスは、日本全国すべての浦に
あると言うわけではない。伊豆半島では、ほとん

に入った。つまり、新しくダイビングサービスを
立ち上げても利潤が期待できなくなった。

どの浦にダイビングサービスが出来たが、その他

それでもリクリェーションダイバーは、穴場を

の地域では、まだまだである。しかし、ダイビン

求めてやってくる。個別の交渉が行なわれ、スピ

グサービスの無い浦にもリクリェーションダイバ

アフィッシングが許容される。関西から四国、九

ーは、やってくる。その中には、職業的ではない

州地方では、このような状況が普通になった。

密漁者も含まれる。貧しいダイバーは、大々的組

そんな中で、磯ね資源も有料で取らせてやろう

織的にではないが、アワビ、イセエビなどをくす

という案も議論されるようになった。論外と決め

ねて小遣いに換える。お金持ちダイバーは、立派

つけることはできない。経営的に苦しくなれば、

な自動車で乗り付けて、バーベキューパーティの

何でも有りになる。しかし、これをやってしまっ

材料を取る。さらに、お金持ちは、漁業者の船で

たら、規則など無いも同然になってしまう。

は追いつけないようなプレジャーボートで、沖に

このようなリクリェーションダイビングと漁業

停まる。エネルギーのある漁協は、舟を出して駆

者、漁協との間の交渉について、水産庁は明確な
指針をもっての指導は行なってこなかった。リク
リェーションダイバーの側の視点で見れば、何も
指導されない方が良かったと言うこともできる
が。
やがて、リクリェーションダイビングと直接に
関わる沿岸の零細な沿岸漁業は、消滅し、釣りを
中心とする遊漁に飲み込まれてしまうかもしれな
い。その中でリクリェーションダイビングも、資
本の論理にしたがって、生態的平衡に達する。リ
クリェーション業界は、漁業者との交渉の中で、

スキンダイビング練習

沿岸漁業の衰退を待って、その中に乗りこんで行

大学生のトレーニング状況

き、活性化させるか、あるいは、完全に衰退すれ
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ばやりたいほうだいになると学習してきた。水産

く、どうしてもやり遂げようとする。危険度は、

の調査の仕事をしながら、レクリェーション業と

リクリェーションダイビングよりも遥かに高い。

も関わってきた筆者は、少しでも沿岸漁業に有利

危険度の高い行動についての、わが国の反応は、

な展開にならないかともがいてきた。しかし、残

積極的に上達を目指して克服しようとするのでは

念ながら何かが出来たとは思えない。漁業者の側

なく、なるべく、研究者はダイビングをやらない

の壁は厚く、また行政は相手にしてくれなかった。

ように制限しよう。もしも、行うならば、プロの

今でもレクリェーションダイビングを相手にして

ダイバーと一緒に潜水するように、という消極的

くれる役所は、国土交通省、文部科学省、環境省

対応であった。このラインに沿って、筆者が経営

であり、農林水産省は、レクリェーションダイビ

していたスガ・マリンメカニックが生きていたの

ングの方を向いてはくれない。

であるが、現在では、技術的には、プロ並みに上
手な研究者と、危ない下手な研究者に二極化して

スクーバダイビングと漁業

いる。研究者が研究のためのダイビングを行なう
ならば、安全に潜れるレベルの技術を教える講習

漁民による潜水漁業は、海士・海女の素潜り漁

と、その判定が、必要である。そして、それはＣ

をカウントすれば、その歴史は縄文時代にまで遡

カードを発行するリクリェーションダイビングと

れる。以来、潜水漁業は、零細沿岸漁業の一つの

は、本質的に異なるものである。Ｃカードは商品

柱であった。ヘルメット式、マスク式、そして現

であるから、買い求める人は、できるだけ安価な

在ではフーカー式も用いて、潜水漁業は盛んに行

もの、気楽にできるものを求める。といって、研

なわれてきた。残念なことに、他の沿岸漁業の漁

究者が行なう講習が「しごき」に近いものであっ

法と同じように、輸入水産物に圧倒され、濫獲の

てはならない。ダイビングの事故の50％は、講習

影響、環境の悪化などで、衰退の途をたどってい

中の事故であると言われている。
1970年代の後半から、1980年代の前半、千葉県

る。
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スクーバダイビングに関しては、アクアラング

外房の海士さん、定置網漁業者、漁協職員などを

として輸入された1950年代、科学者、水産技術者

対象にしたスクーバダイビングの講習会を請け負

のダイビングとして、スタートした。他の潜水器

って何回か実施した。アワビを捕るためのスクー

とは比較にならないくらい、習得が容易である。

バ講習ではなく、稚貝の放流とその後の管理のた

リクリェーションダイバーと同じように、1960年

めのスクーバであった。磯ね資源の管理は、この

代から積極的に行われるようになり、熱心さのあ

方法しかないと考えているのだが、残念ながら、

まり減圧症にかかる研究者も何人か、そして不運

長くは続かなかった。海士さんの中心だったこの

な死亡事故（船に轢かれてしまった）も起きた。

時の受講者は次第に引退し、その後に続く、若者

リクリェーションならば、無理をしないでやめる

の海士スクーバダイバーは育たなかった。種苗の

ことも容易である。しかし、自分の研究、自分の

放流も、筆者の会社、スガ・マリンメカニック

仕事としてのダイビングは、モチベーションが高

（現在は引退した）が請け負うことが多くなった。

磯根の調査

小さい漁船での調査ダイビング

しかし、漁業者が潜水するようになると、調査

うテーマで描かれた漁業に関するコンセプトシー

会社の仕事が無くなる。筆者はそのようには考え

トは、どれも、ダイバーが潜って海を耕している。

なかった。より高度な技術、高度な機材を使う仕

その近未来に今到達したが、現状はどうであろう

事は、専門会社がやり、普通のレクリエーション

か？漁業者が潜って海を耕す段階にはほどとお

ダイバーの上級者がやる程度のダイビングは、漁

い。

業者自身がやるべきであると考えている。

漁業者は、地先の海を自分の畑だと思っている。

このような講習会が継続しなかった理由は、そ

だから、畑に立ち入る部外者を排除しようとする。

のための予算がつかなかったから、有料で潜水を

筆者らが研究調査のために立ち入ろうとしても、

習う海士・海女は居ない。そして、ダイビングを

良い顔をしない。出来れば閉め出そうとする。昔

習おうとする意欲のある若者が漁業者には少なく

の話ではない、現在の話である。

なってしまったからである。1970年当時、若者だ

そんなときに思う。自分の畑だと思っているのな

った講習生たちは、現在では組合長クラス、そし

らば、自分で潜って耕せ！

て、その後の人はいない。

磯焼けの防止策として行うウニの駆除につい

種苗が多量に製造できるようになったにもかか

て、リクリエーションダイバーの協力によって行

わらず磯ね資源が減退し、資源量が回復しない状

う計画がある。ダイバーの側から見れば、ボラン

況を考えると、種苗の生産と併行して、潜って管

ティア活動である。リクリエーションダイビング

理する技術の研究と普及にもお金を掛け続けるべ

は、全くの遊びである。一年に一度、お祭り的に

きだったと思う。

行う活動ならば、悪くないが、恒常的に仕事とし

漁業者のスクーバダイビング研修をもっと大き

て行うことは難しいだろう。

く、しかも継続して行っていれば、沿岸の零細漁

ボランティア活動中に、重大事故が一件でも発

業のために役だったと思う。ここで、零細と言う

生したら、終結してしまうだろう。先に述べたよ

言葉を使ったが、それは、規模が小さいという意

うに、スクーバは、糸の切れた凧である。監督者

味であって、みすぼらしいと言う意味ではない。

に責任がある作業ダイビングには、不適とされて

小さな経営体、最小は一人で幸せに暮らして行け

いる。基本的に危険な潜水器だという認識がない

ることが零細業の目標である。

と安全を保つことが難しい。遊びのダイバーは、

昔から、ダイビングの危険が論議されているが、

原則として下手である。海になれていない。せめ

ダイビングの安全は、その訓練のためにかけるお

て漁業者で潜る人がダイバーの半数を占めてい

金に比例して高くなって行く。トレーニングの行

て、リクリエーションダイバーとバディを組み、

われないところに安全はない。

親睦を図るとともに、共通の財産である海を協力

平成17年 7 月、東京大学の農学部で、潜水作業
中に研究者の一人が死亡事故を起こした。大きな
問題になったが、その根本的な原因は、大学、お
よび研究者にダイビングの危険についての認識が

して守って行こうと言うくらいの心構えで行かな
いと、一過性の行事で終わってしまう。
沿岸漁業衰退の原因の大きな一つが高齢化だと
いうことはだれでも承知している。

不足していて、トレーニングを怠ったためであっ

伊豆半島のダイビングサービスが軒を貸して母

た。今、筆者のおそらくは最後になるだろう仕事

屋を乗っ取られた形になっていると書いた。実は、

として、やろうとしているのは、科学者、リサー

ダイビングサービスを飲み込んでしまっているの

チダイバー、そしてカメラマン、などのための本

かもしれない。ガイドもインストラクターも漁業

格的で高度な潜水技術研究をするグループを作

者にしてしまうことができる。ダイビングのイン

り、講習プログラムを作り普及させることである。

ストラクターや、ガイドの収入は想像を絶して安

出来れば、漁業者のためのダイビングももう一度

い。彼らはダイビングが出来さえすれば幸せであ

考えて見たい。

る。その点では漁業者と共通点がある。零細な
（幸せな零細）漁業の継続は、クロスオーバーし

スクーバダイバーと漁業の今後

かない。
筆者が知っているドルフィンダイビングを愛好

1970年代、1980年代にこれからの海洋開発とい

している女性ダイバーが、千葉の海で海女さんに
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者が自らスクーバダイビングで畑を耕すしか生産
を維持することは難しいのではないかと思う。

イルカと遊んでいる女性スキンダイバー

なりたいと言っている。かなり本気のようで、
「住むところを探しているのだが無い」と言って
いた。（つい最近、家を買ったという知らせを受
けた。
）来年の夏は海女さんで稼ぐと言う。
どのような形で、ダイビングを受け入れて、
1970年代、海洋開発時代に描いた近未来の漁業の
図をどのようにして実現するか。

イセエビ

若者が夢を追えない社会は貧しい。海女のシー
ズンは海女で稼ぎ、冬にはカリブのバハマでイル
カと泳いで暮らしたい。そんな夢も悪くない。

な舟の漁業者は、潜ることだ。と決めつけてしま

ある若者は、定置網で稼ぎ、深く潜るフリーダ

った方が、良いかもしれない。瀕死の水産高校が、

イビングで世界を目指している。定置網の潜水は、

スクーバダイビングを教科に加えることで海洋高

戦前、日本のマスク式潜水のお家芸だった。今で

校として、息を吹き返した。筆者が協力させても

も私の友達の多くは、定置網のためのダイビング

らった仕事の一つであった。

をやっている。深く潜るので少し危険性が大きい
けれど。

零細な沿岸漁業というのは、ある部分、彼等の
働く海の自然に似ている。大きな改革は、出来な

若い漁業者のほとんどがスクーバで潜り、資源

い。乱獲を抑えたり、魚礁を入れたりして、少し

を管理し、適正な漁獲もスクーバで行い、遊びで

だけコントロールできる。そして、ある状態で生

訪れるレクリエーションダイバーのガイドもや

態的平衡に達する。

り、協力し合って、磯焼け防止などの環境維持の

若者だけではなく、団塊の世代も、まだまだ潜

活動も行い、調査研究者のアシスタントもやる。

れる。その上の世代、僕も、若い人の手助けで潜

そんな時代が来ると思うのは夢だろうか。

っている。全国の海で、小さい船の漁業者がスク

何時も房総の海で潜り仕事をしている。50年前、
ダイビングを習ったのも、尾房総、安房小湊の海
だった。房総の海ではできそうに見える。
今、これだけスクーバが普及した時代である。

ーバで潜れる準備が出来ているのかもしれない。
私も歳をとり、少しばかり世の中のことが分か
ったような気がする。その時が来なければ、世の
中は変わらない。沿岸漁業者の数が10万人を切る

若い漁業者の殆どは、今もうすでにスクーバを使

のだという。そろそろ、その時が来ているのでは

って潜れる人が多いのではないかと思う。スクー

ないだろうか。

バで、南の海に遊びに行く、しかし、自分達の漁

その話を水産大学の古い卒業生である筆者の仲

業には使わない。それが許されるルールが無いか

間に話したが、「おまえはまだそんな夢みたいな

ら使えないのかもしれない。

ことを言っているのか。漁師は変わらない。漁師

房総の海では、潜る生産管理でイセエビの漁獲
を倍増させ、しかも資源量を維持することが出来
そうに思える。アワビについては、もはや、漁業
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これからの零細な沿岸漁業、船外機付きの小さ

が潜ったり磯の磯焼け防止、磯の資源管理などや
るものか。」という答えが返ってきた。

特集・漁業と市民の接点 ②

（4）「その他」

1 はじめに

①のりすき、②ところ天つくり、③ウニむき、
④ひものつくり、⑤屋形船

活力ある漁業・漁村の構築に向けて都市漁村交
流が活発になっている。全国各地で漁業者が各種

3 筆者の実施する「里海体験」

の海・漁業体験をおこなっている。今回の文章で
は全国各地ではいったいどのような種類の都市漁

筆者の実施している「里海体験活動」とは、人

村交流活動がおこなわれているのかを紹介すると

間が昔から利用してきた二次的自然を持つ「里海」

ともにこれまで筆者が漁業者の方にも協力して頂

でおこなわれる海・漁業体験活動を意味してい

いて実施してきた「里海体験」についても紹介す

る。

ることとする。

そして筆者のおこなっている「里海体験活動」
では、参加者が里海体験を行うことを通じ、水産

2 海・漁業体験の種類

業の多面的機能の一つである「陸と海の窒素・リ
ン等の物質循環」、つまり海の環境保全において

現在各地で行われている海・漁業体験について

漁業が果たす役割を理解し、「地産地消」といっ

は様々のものがあるが、基本的には、「水産動植

た運動の一助となることに努め、あるいは「マリ

物の採捕・養殖を伴うもの」、「水産動植物の観察

ンガーデニング体験」のように体験者自らが、海

を行うもの」、「海洋のスポーツ」、「その他」に大

の中から窒素・リン等の物質の回収を行うといっ

きく分けられると筆者は考えている。それぞれに

た試みを行っている。

ついて紹介すると次のようになる。
（1）
「水産動植物の採捕・養殖を伴うもの」

（1）「刺し網漁業体験・たこつぼ漁業体験」

①遊漁、②釣り堀・釣り筏、③潮干狩り、④素

これらの漁業は、ほとんどの場合、共同漁業権

潜りでの採捕、⑤地びき網体験、⑥定置網、⑦刺

に基づき行われているので、体験漁業参加者とと

し網、⑧カゴ、⑨帆打瀬、⑩簀立て、⑪タコ壺、

もにこれらの漁業を実施できるのは原則的に漁業

⑫たきや漁、⑬トビウオすくい、⑭ヒジキ狩、⑮

協同組合の組合員であって、かつ、漁業権行使規

ノリ・ワカメ養殖、⑯カキ・真珠養殖

則により漁業行使資格を持つもののみとなる（参

（2）
「水産動植物の観察を行うもの」
①ダイビング、②シーウォーカー、③スノーケ
リング、④磯遊び、⑤ビーチコーミング、⑥水中
観光船、⑦クジラ・イルカウォッチング
（3）
「海洋のスポーツ」
①ヨット・モーターボート（マリーナ）、②ボ
ートセイリング、③ＰＷ（いわゆるジェットスキ
ー・水上バイク）、④シーカヤック、⑤サーフィ
ン
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加者は、漁業従事者的扱いとなる。）。

一方、参

加者が漁船に乗り込むことについても各種の法令

（船舶安全法）、海上運送法については、特に問題
を生じない。

の規定をクリアーしておく必要がある。遊漁案内

なお、私たちの活動では、地引き網でとれた物

船として登録されている漁船は、遊漁案内船とし

を利用してタッチプールを行っている。浜辺にプ

て小型船舶検査を受けているので船舶安全法上の

ールを用意し、これに海水を入れ、エアレーショ

問題は生じない。

ンをするか、海水のポンプアップを行っている。

また、固定式刺し網漁業体験やたこつぼ漁業体

地びき網が終了したら、水槽に入れた生き物を入

験であれば、遊漁船業として位置付けられるので

れてタッチプールとし、生き物の説明を行ってい

（遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第 1

る。

条）、遊漁船業の届出がされていれば、海上運送
法との関係は問題にならない。

（3）「ひじき刈り」
みうら漁協通り矢支所の主催で、2002年から毎

（2）
「地びき網体験」

年 4 月に 1 〜 3 日間実施してきている。漁業権対

地びき網漁業は、第 3 種共同漁業権の対象とな

象種となっていて普段はとることのできない「ひ

る漁業であり、地びき網漁業を体験漁業参加者と

じき」を漁協主催で参加者から料金を徴収して実

ともに実施できるのは原則的に漁業協同組合の組

施してきている。

合員であって、かつ、漁業権行使規則により漁業

ねらいは、ヒジキ狩り体験を通じた海・漁業の

行使資格を持つもののみとなる（参加者は、漁業

理解とヒジキ等の地元の水産物の消費拡大を図る

従事者的扱いとなる。
）

ことである。

また、地びき網漁業体験において、漁船に乗り
込むことはないので、遊漁船法、小型船舶検査

実施時期については、ヒジキの口開けが 3 月下
旬から 4 月初めなので、漁師と競合しないため、
4 月末から 5 月初めに行っている。なお、参加者
には密漁者と区別が付くようピンクの札を付けさ
せている。

（4）「磯の生物観察会」
学校、進学塾、幼稚園、自然体験活動団体、ラ
ジオ、テレビなどからの受託により磯観察を実施
してきている。
さらに平成17年度・18年度は、漁村文化協会の
事業として 3 〜 5 つの小学校を対象として磯の観
察会を実施した。また、平成18・19年度は、全漁
連の密漁対策事業として磯観察を行った。
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（6）
「マリンガーデニング体験」
アメリカのバージニア州では、環境教育の一環
として、参加者がカキを育て海をきれいにしよう
という「オイスターガーデニング」の活動が
2,000人以上の個人、150以上の学校、5,000人を超
える児童が参加して行われている。
マリンガーデニング体験は、カキだけでなく、
水質浄化を行う様々な二枚貝や海そうを対象とし
て参加者がこれらを育て海をきれいにしようとい
う体験活動であり、カキ、ヒオウギ、アコヤガイ、
ノリ、ワカメ、コンブを対象に小学校、学童保育、
B&G海洋クラブの子供たちと実施してきている。
（5）
「タッチプール」
みなとみらいの「潮入の池」で行ったのが最初
で、その後、NHK、金沢八景、葛西臨海公園な
どで行ったほか、大日本水産会のおさかな学習会
の一環として毎年多くの小学校を訪れてタッチプ
ールを行っている。入れる物は、ドチザメ、アカ
エイ、タコ、ヤドカリ、ウニ、ヒトデなどで、近
隣の漁協から購入し、活魚運搬車で目的地まで運
んでいる。
生き物にさわらせる際は、生き物の虐待となら
ないよう写真のような注意をしている。

4 まとめ
都市・漁村の交流のための海・漁業体験につい
ては、私たちの行っているような非営利的なもの
と漁業者の収入増大を目指した営利的なものがあ
る。もちろん後者の方が望ましいと筆者は考えて
おり、2 で紹介した「海・漁業体験の種類」の中
の多くは営利事業として行われているので参考に
してほしい。そして私たちの行っている活動から
は、楽しいプログラムの作り方やクリアーすべき
法的問題解決の参考としていただければ幸いであ
る。
また、今回は紹介しなかったが、市民と漁業者
が一緒になって海浜清掃やアマモの移植を行って
いる事例、海中林の復活のためのウニ駆除なども
行われていることにも注目すべきであろう。
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特集・漁業と市民の接点 ③

った岡山県産の種子を使ったのです。定着しなか

はじめに

ったのはある意味で結果オーライでしたが、今後、
心ある市民の行動を支えていくためには、遺伝子

2005年に神奈川県で開催された第25回全国豊か

かく乱のおそれがない地元産の種子や苗を、県が

な海づくり大会では、大会理念のひとつである

責任をもって提供しなければならないと痛感した

「海の再生」のシンボルとして、天皇皇后両陛下
から環境保全に取り組む子供たちへ「アマモのお

一件でした。
翌2001年度に予算ゼロながら県としてアマモの

手渡し」がありました。本県はこの理念を継承し、

生産試験を立ち上げると、熱心な市民の方々が平

市民、漁業者、企業など様々な方々と協働して、

日にも仕事を休んで作業に駆けつけてくれて、生

アマモ場の再生による漁場環境の改善事業を実施

産の技術的な目処が立ちました。2002年度も予算

しています。

がつかなかったのですが、種まきによる再生技術

本県のアマモ場再生の歴史は比較的新しいもの

をもつ民間企業３社との共同研究により、横浜市

ですが、市民の発意によって始まり、官と民との

南部の金沢湾でオリンピック方式による種まき試

協働によって発展したという特殊な経過から、広

験を実施することができ、その後の事業展開に役

く注目されるようになりました。ここに、その始

立つ貴重な知見が得られました（工藤，2003）。

まりから最新情報、そして今後の展望までをご紹
介します。

すると、これらの取り組みに水産庁が着目し、
2003年度から 3 ヶ年の直轄調査事業に採択されま
した。その内容は、県と市民団体とが協働でアマ

市民・企業の支援を受けて発進

モ場再生に取り組み、再生事業が行政主体から市
民・漁業者主体へと転換できるよう簡易なマニュ

東京湾では、1990年代前半に東京都水産試験場
がアマモの移植を試みた後（東京都水産試験場，

アルを作ることでした（神奈川県環境農政部水産
課ほか，2006）。

1991〜1996）、アマモ場再生に挑戦する者は現れ

その一連の作業のうち、造成適地の選定調査と

ませんでした。「アマモ場再生は無理」という見

造成作業は「NPO法人海辺つくり研究会」が担

方が専門家の間で支配的だったのです。

いました。そして、市民参加のための勉強会の開

ところが、2000年に「横浜港奥にある運河の環

催、参加者の募集と作業現場における参加者の指

境改善のためにアマモを育てよう。」と、市民団

導、再生活動に関する情報発信といった試験研究

体が立ち上がりました。環境コンサルやゼネコン

の範疇を超えるものは、市民・企業・大学・行政

の技術者を中心とした「よこはま水辺環境研究会」

など多様な主体によって2003年に発足した「金沢

です。同会は、膨大な予算を使って浚渫・覆砂を

八景−東京湾アマモ場再生会議（代表：林しん治

した運河の急速な環境の再悪化を憂い、市民がや

元横浜市大教授）」が担い、全国にも例をみない

れる維持管理のひとつとして、アマモ場を再生し

ユニークな取り組みが展開され、現在も継続され

ようとしたのです（工藤ほか，2002）
。

ています（林，2005）。

その現場には、アマモ場再生の技術をもつ複数
の民間企業が無償で集い、県水産総合研究所（当

再生適地の選定調査

時）も支援しましたが、アマモは定着しませんで
した。当時は種子の入手が困難で、やっと手に入
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アマモ場は、浅い方を波浪条件、深い方を光条

件によって制限され、横浜沿岸の適地はわずか 1

が、確実な定着までに時間を要するため、その間

ｍ前後の水深幅しかないことが判明しています。

にかく乱を受けるリスクがあります。一方、株移

その狭い適地を正確に割り出す調査は、再生事業

植はダイバーが１株ずつ田植えのように植えるた

の成否を分ける非常に重要なものです。横浜市金

め非常に手間がかかりますが、定着率は高く、す

沢湾と相模湾側の横須賀市小田和湾で、2003年 8

ぐに株分けで増え始めます。

〜10月に次の調査を行いました（図 1 ）
。

また、移植には天然のアマモ場から掘り取った
地下茎付きの株を用いるのが一般的なやり方です
が、株を提供する群落に少なからぬダメージを与
えるため、アマモ場が少ない本県にはなじみませ
ん。そこで、陸上水槽内の苗床に種をまき、手を
かけて事業規模で人工の苗を仕立てる本県オリジ
ナルの方法を確立しました。
（1）種子の生産
東京湾口に近い横須賀市走水の天然アマモ場か
ら、開花期後半の 5 〜 6 月に受粉後の花枝を採取

図１ NPO法人海辺つくり研究会が行ったアマモ場
再生適地の選定調査（2003年９月）

し、当センターの海水を掛け流したFRP製屋外水
槽に収容します。花枝の採取には多くの人手を要
しますので、イベント仕立てにして多くの市民参

（1）海底地形・底質調査：測量により調査対象

加を募りました。花枝の採取数は年々増加し、

海域を確定し、ラインセンサス法による潜水目視

2006年には延べ 2 日間で140名が参加し、15,000

観察と柱状採泥により、底質粒径や競合海藻の分

本を採取しました（図 2 ）。

布を調べました。
（2）水温・光環境調査：アマモに対する水温・
光条件が悪化する夏秋季に鉛直方向の水中光量と
水温を観測し、水中光量が補償点光量を上回る水
深帯を抽出しました。
（3）水理環境調査：既存資料を整理して波浪条
件を推算するとともに、電磁流速計を設置して海
底付近の流向・流速の連続観測を行いました。
得られたデータを既存知見に照らした結果、10
年に 1 度程度の悪い日照条件での適地範囲として
次の水深帯が抽出されました。
野

島

：平均水位基準で−1.5〜 −2.3ｍ

図２

横須賀市走水の天然アマモ場における花枝採
取（2004年6月）

海の公園：平均水位基準で−1.1〜 −2.5ｍ
小田和湾：平均水位基準で−2.6〜 −4.9ｍ

花枝は約 1 ヶ月かけて徐々に分解しつつ種子が
成熟し、7 月末には腐植質とともに水槽の底にた

アマモの増やし方

まります。盛夏にはこれを取り上げて種子だけを
選別し、別の水槽に収容して発芽期の11月まで管

アマモは種子で増えるほか、地下茎の株分けで

理します。種子の選別にも多くの人手が要るため

も増えます。したがって、海底に種子をまく方法

市民参加を募っており、2006年には過去最高の28

と、株を移植する方法で増やせますが、両者には

万粒を取り上げました。

一長一短があり、波浪や透明度など海の特性に合
わせて両者を組み合わせるのが効果的です。種ま
きは手間をかけずに大きな面積に対応できます

（2）苗の生産
11月に、山砂をベースに腐葉土と肥料をブレン
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ドした苗床に1,000〜2,000粒の種子をまき、海水

（4）株移植

を掛け流したFRP製屋外水槽に数10個を収容しま

アマモは水に浮くため、根を張るまで株を安定

す。葉の表面にはおびただしい雑藻が付いて生長

させるアンカーを装着して植え付けます。アンカ

を妨げるので、数日おきに手でそれを取り除きま

ーには粘土や竹箸を用い、粘土は直接地下茎に巻

す。これは大変に手間がかかる寒風の中での過酷

き付け、竹箸は輪ゴムで根元にくくりつけます。

な作業ですが、NPOのアルバイトが毎日当セン

株移植はアマモを植えた実感が強く得られるの

ターに通ってきてアマモの世話をします。
葉長は 3 月に30㎝、5 月には50㎝を超え、ここ
数年では5,000〜10,000株を生産しています。

で、当初から作業に積極的な市民参加を図ってき
ました。しかし、2004年度までは、まだ水が冷た
く潮が引かない 3 月に実施したため、一般参加者
の出番はアンカーの装着などの陸上作業のみに限

（3）種まき

定され、植え付けはNPOのダイバーが行いまし

種子は海底の砂や泥よりも軽いので、底質が動

た。それは、「年度内に移植して事業を完了する」

くと洗い出されて流されてしまいます。そこで、

という役所のルールに縛られていたためです。そ

発芽して根を張るまで種子を適地内に留めておく

のやり方を参加者本位に見直して、水が温み潮も

ための工夫が必要です。その技術を開発した民間

引く大型連休に移植時期を変えました。これで、

企業との共同研究を経て、現在は生分解性のシー

念願の子供たちの手による株移植が実現したので

トに種子を貼り付けて海底に展開・固定するアマ

す（工藤，2006）。

モ播種シート法（特許第318329号、東洋建設（株））
と、種子を高比重のゲル状物質に混ぜて底質に埋

協働によるモニタリング調査

め込むコロイダルシリカ法（特許第2024597号、
（株）東京久栄）を、現場の状況に応じて使い分
けています。

2004年度からは、毎月アマモの生育状況の潜水
モニタリング調査を県とNPOが協働で行ってい

どちらも、最後はダイバーによる潜水作業とな

ます。野島海岸の造成区画の平均株数変化が示す

りますが、その前段階には、誰にでもできる簡単

ように、２年目からは密度がほぼ満限に達し、天

な陸上作業があります。特に子供たちは、糊に種

然藻場と変わらない季節変動を示しています（図

子を混ぜて素手でシートへ貼り付ける作業や（図

4 ）。

3 ）、ビニール袋内でコロイダルシリカを作成す
る作業が大好きです。2006年に２ヶ所で実施した
イベントには、延べ400名近くの親子が参加しま
した。参加者は陸上作業だけでなく、漁船に乗っ
て箱めがねで潜水作業の見学もします。

図４

横浜市野島海岸における平成15年度播種区画
におけるアマモの株密度の変動

また、毎年神奈川県警のヘリコプターに搭乗し
て、アマモ場の空撮を行っていますが、金沢湾の
アマモ場は2005年以降目覚ましい拡大を遂げ、再
生適地と判定された水深帯の大半を覆う状況とな
りました。
そこで、再生されたアマモ場に現れる生物を調
図３

アマモ播種シートに特殊な糊で種子を貼り付
ける子供たち（2006年11月）

べるために、2006年度からは毎月市民と力を合わ
せて網をひき、生物を採集しています（図 5 ）。
魚類を例として、2000年度に県が同じ場所・方法
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施する生態系保全活動のモデル調査に取り上げら
れて、地元漁協、NPO、企業、小学校の 4 者に
より、
「葉山アマモ協議会（事務局：葉山町漁協）
」
が発足しました。
協議会では、葉山町沿岸域のアマモ場の保全と
再生を目的に、アマモ場のモニタリング調査、過
去から現在までのアマモ場分布マップの作成、小
学校での総合学習としてのアマモ苗の生産などを
行っており、県としても多面的な支援を行ってい
ます。
図５ 横浜市野島海岸の再生アマモ場における市民参
加のひき網による生物採集調査（2006年10月）

相模湾側は波浪条件が厳しいのですが、葉山町
の再生アマモ場では今年初めてアオリイカの産着
卵が確認され、9 月に関東地方を直撃した台風 9

で調査したデータと比較したところ、総種数は39

号にも耐えて群落は維持されています。今後は漁

種から48種に増えました。さらに、調査 1 回あた

業者による海底耕耘による底質改善と併せた移植

りの平均採集種数は5.1から13.6に、多様度指数は

などの新たな試みが検討されており、これからの

1.01から2.25へと、それぞれ倍増していました。

活動の発展が期待されます。

一方で、総採集数は大きく下回りましたが、これ
は2000年 6 月にニクハゼ、8 月にヒイラギの稚魚

アマモ場の利用と管理を巡って

（この 2 種で総採集数の約 9 割を占める）の大量
入網という特殊な現象があったためです（表 1 ；
工藤，2007）
。

本県東京湾のアマモ場再生適地の大半は、潮干
狩り場と重なっています。2003年度は、金沢湾の

こうしたモニタリング調査を市民の方々ととも

造成区画の半数以上が大きな熊手（ジョレン）を

に続けて経験と情報の共有を図ることにより、今

使ったアサリ採取によって掘り取られてしまいま

後の順応的管理へと結びつけられるものと考えて

した。そこで、翌年から海上にアマモ場の保護を

います。

呼びかける看板付きのブイを設置するとともに、
大型連休中には市民とともにビラ配りによる啓発

表１ 横浜市野島海岸のアマモ場再生前（2000年度）
後（2006年度）における同じ漁法による魚類
の採集状況の比較

活動を実施しました。その効果は年を追って着実
に現れ、現在は活動自体の認知度が上がるととも
に、アマモ場を掘る者もいなくなり、近年の急速
な群落の拡大に大きく寄与したと考えています。
一方、金沢区北部のベイサイドマリーナに隣接
する造成浅場では、内閣府の都市再生モデル調査
事業として、2003年から国土交通省関東地方整備
局とNPOとの協働によるアマモ場の再生活動が
続けられていますが、ジョレンを使ったアサリ採
捕者によるかく乱が激しく、群落の拡大はみられ

相模湾側でも再生活動が本格始動

ませんでした。そこで、2006年に委員会指示（平
成18年 4 月28日神奈川海区漁業調整委員会指示第

相模湾に面する葉山町では、数年前から地元企

1 号）による水産動植物の採捕禁止区域が設けら

業とNPOが連携し、漁協の協力を得ながら自主

れ、アマモ場保護の実効を挙げています。これは

財源による独自のアマモ場再生活動を始めていま

実質上のアマモ場保護区であり、委員会指示によ

した。そして2006年度からは、（社）全国豊かな

るものとして全国的にも注目される事例といえま

海づくり推進協会から助成が得られて活動に弾み

す。

がつきました。さらに2007年度には、全漁連が実

また、2007年 9 月には、地元市民の手によって
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金沢湾の再生アマモ場に初めてマダイの稚魚

役回りへと転じました。

2,000尾が放流されました（図 6 ）。これは、当セ

横浜市環境創造局は、2005年に海の公園の港湾

ンターと（社）全国豊かな海づくり推進協会が共

区域に初めて大規模なアマモの種まきを行いまし

同で水産庁から委託を受けた事業によって実現で

たが、使用した種子は県が提供したもので、県と

きたものです。これまでアマモ場再生活動に取り

協働してきたNPOが潜水作業にあたりました。

組んできた子供たちを対象に、栽培漁業の啓発を

今後も、この様な形で活発に再生事業が展開され

目的とする教室を開催して施設見学やマダイへの

ることが期待されます（工藤，2006）。

給餌体験などをさせ、仕上げに自分たちが再生さ

さらに、2007年度に県が主催したアマモ場再生

せたアマモ場にマダイを放流させたのです。漁場

のイベント等では、東京湾岸自治体環境保全会議

整備と栽培漁業との連携、市民参加、再生アマモ

が共催し、同年10月には県知事と横浜・川崎両市

場の栽培漁業での活用などを複合的に取り込んだ

長による「県・横浜・川崎三首長会議」において、

先駆事例として、今後の全国への波及が期待され
ます。

「アマモ場再生による海の環境改善」に、今後三
団体が連携して取り組むことが確認されました。
この様に、アマモ場の再生は、いよいよ首都圏の
広域的な行政施策として認識されるようになり、
県域を超えて本格的に東京都や千葉県との連携を
視野に据える段階へと入ってきました。
引用文献
林しん治（2005）東京湾にアマモを植える「金沢
八景-東京湾アマモ場再生会議」，港湾，82（4），
22-25．
神奈川県環境農政部水産課・神奈川県水産技術セ

図６

長蛇の列ができた横浜市金沢湾に再生された
アマモ場へのマダイ稚魚の放流イベント
（2007年９月）

ンター・水産庁漁港漁場整備部計画課（2006）
かながわのアマモ場再生ガイドブック，46pp．
工藤孝浩・木村

尚・小田原卓郎（2002）横浜港

みなとみらい21新港地区における市民団体によ

広域連携によるアマモ場ネットワークづくり

る海域環境改善の試み，海環境と生物および沿
岸環境修復技術に関するシンポジウム発表論文

これまで、本県が推進してきたアマモ場再生活
動は、そのほとんどが水産関係予算によって行わ

工藤孝浩（2003）現場（自治体）における取り組

れてきましたが、水産関係の予算では、東京湾全

み状況，日本応用藻類学研究会第 2 回春季シン

域から見ればごくわずかな場所でしか事業ができ

ポジウム「藻場造成事業の実際と問題点」，39-

ません。東京湾の水際線の 9 割をも占める港湾区

44．

域に対して、県は直接的な権限を有していないか
らです。
今後の大きな目標として、新たなアマモ場の再
生拠点を増やし、湾口から湾奥部に向けて、生態
系ネットワークを構築することです。そのために
は、各港湾区域において港湾管理者やNPO等が

工藤孝浩（2006）神奈川県における市民との協働
によるアマモ場の再生，（社）日本水産資源保
護協会月報，493，7-12．
工藤孝浩（2006）アマモ場の再生，ハマの海づく
り（海をつくる会編），108-120，成山堂書店，
東京．

それぞれ再生事業を行うのが望ましいと思われま

工藤孝浩（2007）東京湾に再生されたアマモ場に

す。そこで県は、2006年度から自らが生産するア

出現した魚類，第22回神奈川県水産技術センタ

マモの種苗やアマモ場再生の技術を再生事業に取

ー業績発表会要旨集，6．

り組む多様な主体に提供して支援し、各自治体と
の連携を深めて湾全体のアマモ場再生を推進する
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集，67-72．

東京都水産試験場（1991〜1996）平成 2 〜 7 年度
事業報告．

特集・漁業と市民の接点 ④
①

作業の合間を縫うように、女性は洗濯、掃除、食

1 体験！コンブ漁

事の支度と家事一切を切り盛りする。いやはや全
く信じられないくらいのパワーだ。

漁村の仕事を始めるまでは、漁業と言うのは男

しかし、女性の仕事は漁業と家事だけではない。

性の仕事、というイメージが強く、女性の漁業活

背後の山に木を植える活動、浜や港の清掃、石け

動と言えば、海女くらいしか思い浮かばなかった。

ん普及運動等の環境活動や、高齢者の介護や給食

けれど、実際に漁村に行ってみて、多くの女性が

サービス、地元水産物の普及のための地域住民を

実に様々な作業に従事していることに驚いたもの

対象とした料理教室の開催等、地域を支える活動

だ。夫とともに船で沖に出て漁をする、漁港で陸

が、たいていの漁村で漁協女性部等の組織を中心

揚げの手伝いをする、セリに出す前の選別や箱詰

に行われている。

めをする、加工や販売、網の修繕、とにかくあり

これらの活動は、通常女性のボランティアとし

あらゆる作業が男女の協力なしには成立しない。

て位置づけられ、負担の重さやその割に低い評価

そんな浜の姿を伝えたくて、漁村女性の生活時

が女性たちのため息となる現実がある。一方で、

間の調査を始めた。初めは作業を見て話を聞くだ

都市部の生協会員が漁村の植樹に参加したり、浜

けだったが、ある時これは自分もやってみないと

掃除を地域総出のイベントとして再構築したり、

わからないのではないか、と、北海道のコンブ漁

魚食普及の活動が学校給食への参画や食堂経営等

家に 1 週間ほどお世話になったことがある。コン

の起業へと展開するなど、もっと楽しく広がりの

ブの繁漁期だった。朝 3 時に起床。私がお世話に

あるものとして活動を再編する動きも出てきてい

なった家では、お父さんと息子がコンブを獲りに

る。

行く。その間お母さんは前日干したコンブを片付
け、その日のコンブの干場を準備する。やがて出

2 動き出した漁村女性の起業活動

面さん（手伝いの女性たち）が集まり、夫たちが
海から戻るとコンブ干しの作業が始まる。幅広の

ここ 5 年ほどは、もっぱら漁村女性の起業活動

大きなコンブは水に濡れてずっしりと重い。それ

を追いかけている。女性たちが受け身ではなく、

をその地域では一枚一枚洗濯物のように吊してい

もっと積極的に自己主張する姿に共感した、とい

く。干しても干してもコンブの山が小さくならな

うこともあるが、やはりここ数年の間に圧倒的に

い。でも急いで、早く。ようやく作業が一段落し、

その類の活動が定着してきたという事実もあるだ

遅めの朝食。もうお腹はペコペコだ。朝食後は乾

ろう。

燥したコンブの加工作業。形を整え、長さをそろ

農林水産省大臣官房統計情報部では、漁村女性

え、一枚一枚丁寧にコンブを束ねていく。就寝は

の経済活動63件について概観した結果を報告して

いつも夜の10時くらいになっていた。この忙しい

いる（2003年）。それによると、起業活動の事例
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は地域的には中国四国、九州に集中しており、全

はそのことの具体的な現れなのではないだろう

体の約48％になる。活動開始時期としては1980年

か。

代後半に10件のグループが活動を初め、90年代前
半には新たに13件、90年代後半には17件、2000年

3 全国の活動事例

に入って最初の 5 年間で16件と増加が続いてい
る。販売金額は100万円から500万円の範囲が最も

女性の起業といっても、その内容は多様である。

多く、経営規模は小さい活動が多いが、数千万円

加工販売、給食、食堂経営。常時活動するグルー

の金額を販売するグループも全体の16％近くあ

プもあれば、季節限定やイベント時限定とその形

る。年間の活動日数は、100日以下というところ

態も一筋縄ではいかない。そんな女性たちの活動

が多い（40％）が、200日以上という通常的な活

を訪ねてみると、いろいろな制約の中で工夫しな

動となっていると考えられるところも30％を越え

がら自分達の形を創りあげていることがわかる。

ている。

そんな活動のいくつかを紹介したい。

これまでに、私自身もいくつかの起業グループ
を訪ねて話を聞いてきた。活動のきっかけとして

＜水産物のお惣菜販売

は市町村や漁協が女性部に特産品づくりや朝市、

ひめ市＞

高知県宿毛市

栄喜っ娘

「道の駅」等への参画を要請したことがきっかけ

高知県の南西部、愛媛県との県境にある宿毛市

となっているものと、個人や有志グループの自発

は、魚類養殖やまき網が盛んな地域である。まき

的な意志をきっかけにするものがある。したがっ

網の漁獲は養殖の餌に回るものも多く、価格が低

て、活動主体は、漁協女性部が核となっているも

くなりがちだ。最近は養殖業自体が不振と言うこ

の、意志を同じくする仲間が起業のために作った

ともあり、思うように値段がつかない。家族が命

組織によるものとに分けられる。特に後者の場合

をかけて獲ってきた大切な魚になんとか値段をつ

は、組織を法人化して自律的な経営体制を強化し

けて売りたい。まき網漁家の女性たちがそんな思

ているケースもある。漁協女性部のような親睦的

いで作り上げたのが、「栄喜っ娘ひめ市」だ。操

色合いの強い組織を背景とした地域活動から、経

業開始は2004年。30代から70代まで 6 人のメンバ

済活動へと移行していくことについては、経営に

ーでのスタートだった。活動の開始に際しては、

対する不安や責任、家業との兼ね合いといった悩

高知県集落活動支援事業を 2 年間利用し、必要な

みも多い。また、活動が 3 年目、5 年目と継続し

機材をそろえていった。加工場はリーダーの自宅

ていく過程の中では、活動の目的や目指すべき方

倉庫を改装した。

向についてメンバーの思いがそれぞれ異なってく
ることもある。
しかし、その根底にある思いには共通項がある。
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彼女たちが扱うのは地元のまき網漁獲物で、流
通に乗りにくい、餌加工用で安い値段しかつかな
い、といった小さいサイズのサバ、アジ、タチウ

起業の目的を質問すると、必ず返ってくる答えの

オ、イカ等が主体となっている。早朝から仕入れ

一つは、家族が命がけで獲ってきた魚を無駄にし

た魚を一つ一つ丁寧に捌き、午後までかかって総

たくないという思い。そしてもう一つは、こんな

菜に加工する。その時々で獲れる魚が変わってく

に美味しい魚が地元にあることや、地元でこれだ

るが、アジの酢和えやフライ、握り寿司、サバの

け漁業者が頑張っていると言うことをもっとみん

南蛮漬け、鯛めし、魚のすり身団子、刺身、イカ

なに知ってほしいという願いだ。身近にある水産

飯、じゃこ天等、魚の種類にあった豊富なメニュ

物の価値を見直し、地域資源を無駄なく活用する。

ーで、一日に10数種類の総菜をつくっている。店

そのことが、地域の水産物消費を支え、地域の漁

舗を持たない彼女たちは、夕方になるとできあが

業を守ることにつながっていく。女性の起業活動

った惣菜をトラックにのせ、「おさかな天国」の

音楽をかけながら町中を走りまわって販売する。

＜加工販売

販売は、市役所や病院等の施設が中心で、働く女

会＞

性からは忙しい家事の助けとなる夕食の一品が、

佐賀県佐賀市

佐賀市漁村女性の

日本一の海苔生産を誇る有明海の湾奥部に位置

職場にいながらにして買えるのがとても便利だと

する佐賀市では、海苔にこだわる生産者が中心と

人気が高い。また、住宅地では家の前まで来てく

なって、海苔加工に取り組んでいる。

れて、世間話をしながら買い物ができると、特に
高齢者から評判だ。

加工グループの名前は「佐賀市漁村女性の会」。
メンバーは海苔養殖漁家等、漁業に関わる女性 4
名と、実働部隊として加工場で作業する女性 2 名
の計 6 人。
漁協女性部では、それまでもイベント時に海苔
の佃煮等を製造販売していたが、徐々に販路を広
げる夢が膨らんできた。そのために全国区の味づ
くりに挑戦しようと、海苔の佃煮にもうひと工夫
を加え、醤油も九州特有の甘口ではないものを選
ぶ等試行錯誤を続けた結果、梅肉を練り込んだ海
苔の佃煮「うまかのり梅（ばい）」の発売にこぎ

おさかなトラックで行商

つけた。その後、組織の再編を経て、2003年から
は現在の有志グループでの活動となっている。

発足から丸 3 年が過ぎたが、販路が思うように
広がらないこと、値付けの問題等で利益がなかな
か上がらないこと等、課題も多い。今年 3 月に最
年長のメンバーが引退したので、人手をどう確保
するかという問題もある。販路については、素材
の良さのPRや、お中元やお歳暮時期に都市部に
住んでいる地元出身者への宣伝作戦、駅に開設さ
れた物産市場への積極的な参画等の取り組みを行
っている。最近は、利益が上げやすいイベントや

佃煮の瓶詰めも手作業で

市場での販売も重視し、地元港湾への大型客船入
港時には食事提供も行っている。

活動の本拠地は漁協合併後使われなくなってい
た漁協事務所を改造し、シンクや作業台は町中を
走り回って集めた廃品を再利用している。
佐賀市漁村女性の会では、傷がつく等して入札
に持ち込めない規格外の海苔を利用している。こ
れまで自家消費するしかなかった規格外海苔だ
が、味に遜色はない。高級感を出すために、傷海
苔とはいえ使用するのは一番摘みの海苔だけ。生
産者がこだわってつくった海苔を、一枚でも無駄
にせず有効活用したい、グループの熱い思いが商

丁寧な手作業で下ごしらえ

品づくりにつながっている。
グループでは海苔加工品の商品開発にも力を入
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れている。試行錯誤の結果生まれた商品の一つに、

ーからトビウオのすり身の引き合いもでてきてい

焼きのりアイスがある。このアイスクリームに使

る。

うのは、レッドデータブックで絶滅危惧種に指定
されている希少なアサクサノリ。かつては養殖海
苔の主流だったアサクサノリだが、病気に弱いた
め、生産者の苦労が絶えなかった。やがてスサビ
ノリが主流となり栽培が途絶えていたが、日本古
来の味にこだわりたいと、10年ほど前から地元生
産者の有志によって栽培が開始された。
製造は、地元の牧場が経営するアイスクリーム
工場とタイアップして行われている。海苔の葉緑
素の色を出すために、焼き海苔を使用し、きれい

漁師小屋の中は加工スペースに改修

な緑色のアイスクリームが出来上がった。焼き海
苔アイスは、デパートや東京のホテル等に卸して
いる。

給食用の切り身をパック詰め

海苔の風味が新鮮な焼きのりアイス

原料は組合から購入する。使うのはムロアジや
トビウオ、シイラ、サワラ等。また、美味しいの

＜給食参入
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東京都八丈島

おさかな研究会＞

に値がつかず、獲れても近所に配って歩くしかな

八丈島では、漁協女性部が海遊魚祭り等の島の

かったナメモンガラのような魚も、地元の魚にこ

イベントで、すり身の加工販売を実施してきたが、

だわる女性たちの活動によって見直され、キロ

島の魚をもっと島内で食べてもらうために、給食

200円程度の値が付くようになった。

センターや保健福祉センターの関係者、栄養士ら

実質作業に携わっているのは、主に女性部役員

を招いて、地元の代表的な魚であるムロアジの料

で、人数は30名程。平均年齢は65歳程と若干高め

理講習会等を行った。

である。実は女性部員自体が高齢化して、30代40

2003年には、漁師小屋を改装した念願の加工場

代の人がほとんどいないのが現状だ。しかし、活

が整備され、「八丈産おさかな研究会」として、

動は広がる傾向にある。2005年の夏には、東京都

給食の食材提供を柱とする本格的な活動が開始さ

八丈支庁、東京都島しょ農林水産総合センター八

れた。

丈事業所、財団法人東京都学校給食会等との連携

島内には、5 つの保育園と小学校 5 校、中学校

により、島内だけでなく東京都全域での八丈産の

4 校があり、月に数回のペースで島の子供たちへ

魚の普及を目指し、東京の区や市町村の学校給食

給食を提供している。その他に老人ホームの食事、

関係者を対象とした料理教室を開催した。その結

民宿や一部商店との取引も始まった。地元スーパ

果、都内の学校給食との取引も始まり、2005年に

は26区市、翌年には36区市町にトビウオやムロア

加工、直販、食堂を開店した。

ジのミンチを納入した。おさかな研究会では、単

2005年には責任ある経営と継続的な運営のため

に食材を発送するだけでなく、八丈の漁業やとれ

に、グループを法人化することに決め、有限会社

る魚の紹介の資料を同封したり、時には女性部員

フレッシュしおかぜの里が設立された。現在は中

が出前授業に出かける等、島の漁業と魚のPRに

心的な担い手を含む28人のメンバーによって経営

努めている。

されている。売り上げも順調に伸び、月当たりの
平均客数は5,000人となっている。特に子育て期
にある若手メンバーが参加しやすいシフトを心が
け、広く地域全体の女性の就業場として機能する
よう、70歳定年制も設けている。メンバーの内 8
名は家族経営協定を締結し、就労への理解や家庭
内での家事の分担等について家族と取り決めをす
ることで、働きやすい環境づくりを心がけた活動
を続けている。

都内学校関係者への島の魚の料理教室

＜食堂経営

山口県角島（有）フレッシュしおかぜ

の里＞
角島は山口県下関市豊北町の北西約1.5キロの
海上にあり、2000年に角島大橋の架橋によって本
土と結ばれた。
島内の女性たちはそれまでも加工活動を行なっ
ていたが、橋の完成に伴ってこれまでの活動を拡

食堂で働く若手メンバー

大させようと、加工・特産開発委員会を構成し、
橋完成の前年には地域活性化と女性就業の場の確
保を目的とする「角島しおかぜグループ」が島内

＜体験観光

高知県黒潮町

黒潮カツオ体験隊＞

高知県黒潮町（旧佐賀町）は黒潮の狩人と呼ば

の女性15人によって発足した。2000年には県、市、

れる土佐カツオ一本釣りで有名な地域である。佐

漁協の補助を受け、町の施設「しおかぜの里」で

賀町漁協女性部では、2000年に高知県が事業化し
た県民参加の予算づくりに、カツオのたたきづく
り体験の企画を提示した。これが採択されて、女
性部は漁協や観光協会、商工会等地域全体を巻き
込み、ホテルのオーナーや旅行会社関係の40人を
募集してカツオのたたき体験のモニターツアーを
実施したところ大好評を得た。
翌年には農協や商工会の女性部らを含む住民グ
ループ、「黒潮カツオ体験隊」を組織し、修学旅
行生や一般の受け入れを開始した。行政からの資
金的な援助は受けずに、自力での営業を行ってい

浜定食650円（しおかぜの里HPより）

る。当初の活動は漁港内の仮設テントで行われて
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いたが、2003年に交流施設としてカツオふれあい

というシーカヤック体験を企画する組織を立ち上

センター黒潮一番館が完成し、天候や衛生面の心

げ、カツオたたき体験とも連携を図りながら地域

配が解消されるとともに、250人程度までの受け

の体験観光の幅を広げ始めたり、民泊を始める漁

入れが可能となった。2004年からは活動の一環と

家が出てくる等、女性活動から地域活動へと展開

して飲食部門の営業も始まっている。

してきている。

4 女性活動から地域活動へ
大切な地域資源を無駄なく活用したい、地元の
漁業をもっとわかってほしい、そして何より、地
元の水産物のおいしさを伝えたい。地域の漁業に
対する思いから始まっている女性たちの活動は、
各地で広がり定着し始めている。
日々まき網で獲れる魚を地元住民向けの総菜に
修学旅行生に捌き方を教える漁業者

する。店で待つよりこちらから出かけて行って売
る。地元だけでは消費に限界があるので都市部等

カツオたたき体験は、地元のカツオの普及と、
県内外の人との交流による地域活性化を目的とし

理解者を育てる。法人化し持続的な経営を目指す。

て始められた。体験では、魚のプロである漁業者

「体験させる」ことを商品とする。地域の人材を

らのレクチャーを受けながら実際にカツオを捌

活用して地域ぐるみの活動をめざす。それぞれの

き、藁で焼いて皿鉢への盛りつけまでを行う。そ

地域資源の特徴をとらえ、資金面や人員的な制限

の後、タタキに加えスタッフが用意したアラの塩

の中で精いっぱい工夫を凝らした彼女たちの活動

焼きや天ぷら、吸い物等で食事をする。体験がで

は、ユニークでもある。

きるのは 3 月から11月。カツオは市場から購入し、

課題は多い。活動開始時の資金調達、活動を継

スタッフとなっている女性部員や漁業を引退した

続するための担い手の確保、運営の組織づくり、

漁業者が体験参加者の人数により招集される。

商品のニーズ等の情報収集、販路の拡大、水産資

雑誌等の取材は積極的に受入れPRに努めると

源の変動や原漁価格への対応、過重労働の回避、

ともに、町や観光協会とも連携を図りインターネ

労働に応じた報酬の獲得、地域内の円滑な人間関

ットによる受入れ窓口を設置する等の体制づくり

係の構築・・・。

を行っている。集客範囲は関西、広島、岡山、関

しかし、地域や漁業の持続を前提として動いて

東等広域にわたり、開始時に約500人だった参加

いるこれらの活動には大きな意義があるし、活動

者は、2004年には2,000人を超えた。

のユニークさのなかには、これからの地域や漁業

活動を通して、来訪者と地域住民との交流はも

を維持継続させるためのヒントとなる知恵と工夫

ちろんのこと、世代や性別を超えたスタッフ間の

がいっぱいに詰まっているのではないだろうか。

地域内交流も活発になっている。また、漁業を引
退した高齢漁業者が、来訪者に魚を捌くことを教
えることで「先生、先生」と慕われ、活動を生き
甲斐と感じ出番を心待ちにする状況も生れてきて
いる。
さらに、地元の若手漁業者グループが、「遊海」
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を積極的に販路として捉えていく。将来の漁業の

特集・漁業と市民の接点 ⑤
①

昭和38年に（社）瀬戸内海栽培漁業協会が設立

しております｢栽培漁業種苗生産、入手・放流実

され、栽培漁業の取り組みが開始されて約45年が

績（全国）｣調査のデータから紹介してみたいと

経過しておりますが、この間の技術開発により、

思います。

現在では魚類だけでも全国で37種類、7,247万尾
の種苗が放流行われるようになりました（平成17

1 遊漁団体による放流実績

年度）。そして、マダイ、ヒラメ等、放流魚が確
実に漁業により捕獲され放流効果がみられるよう

「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）」

になった魚種や地域も少なくありません。さらに、

調査（以下、放流実績）は、当協会が独立行政法

放流の効果は、漁業だけでなく遊漁にも広がって

人水産総合研究センターからの委託を受けて、毎

おり、地域によっては、遊漁者の釣獲量が漁業者

年 4 月 1 日から 3 月31日の期間に、沿海39都道府

の漁獲量を上回る事例もみられるようになってき

県で実施された種苗生産、種苗放流の実績を各都

ています。

道府県の申告に基づき魚種、実施機関等毎に集計

例えば、神奈川県では昭和62年度から毎年65〜
100万尾のマダイ種苗が放流されていますが、そ

した資料で、その概要は当協会のホームページで
も公表しています。

の結果、漁業と遊漁を合わせたマダイ捕獲量は

平成17年度の放流実績によると、全国の自治体

100ｔ前後と安定し、放流魚の割合が 5 割程度と

や漁協等が行っている魚類の種苗放流はヒラメ、

高い効果が明らかにされています。さらに、遊漁

マダイ、ハタハタ、ニシンの順に多く、この 4 種

の釣獲量がマダイの全捕獲量の 6 割以上を占めて

で魚類全体放流量7,247万尾の約75％を占めてい

おり、漁業による漁獲量を大きく上回っているこ

ます。その他の魚種としてクロダイ、トラフグ、

とも判ってきました。このような状況から、平成

カサゴがこれに続いています（図 1 ）。これらの

13年度より、マダイ放流事業について漁業者と遊

放流量の順位は、種苗量産体制が整っているのは

漁者の採捕の程度に応じた経費負担を基本とした

もちろんですが、漁業者からの要望が反映された

マダイ遊漁者を対象とした協力金制度を開始し、

ものといえるでしょう。

遊漁者にも放流経費の一部を協力してもらう新し
い形の栽培漁業が展開されております。

一方、同じく平成17年度の放流実績から、遊漁
団体が行った種苗放流の事例を抽出してみると、

遊漁者による放流魚の釣獲の事例は他にも多く

全国で魚類 6 種類13.8万尾が放流されており、放

報告されておりますが、近年は、釣獲だけでなく

流量が多い順にクロダイ、マダイ、クロソイ、ヒ

遊漁者団体等が自ら種苗放流を行っている事例が

ラメ、メバル、カサゴとなっています（表 1 ）。

インターネットのホームページ等でみられるよう

遊漁者団体による種苗放流で特徴的なのは、全国

になってきています。そこで、今回は、遊漁者団

的に種苗放流が普及しているマダイやヒラメが中

体による放流の状況について、当協会が毎年実施

心ではなく、クロダイやクロソイ、メバル、カサ
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図１

表１

平成17年度

主な魚類における種苗放流の内訳（全国総数および遊漁団体による放流）

17年度 主な魚類における種苗放流実績
（全国総数および遊漁団体）

流量は300万尾余りと大きく減少しています（図
2 ）。一方、遊漁者団体による放流は、毎年の変
動はあるものの、平成17年度にもこれまでと変わ
らず7.5万尾が放流されており、遊漁者からの関
心は引き続き高いものと思われます。この7.5万
尾という放流量は、同年度における自治体等の放
流量の2.4％に相当します。

図２

ゴといった地域性の強い魚種が多いことでしょ
う。これらの魚種は、岩礁域だけでなく港湾や防
波堤の周囲などを生息場としていることが、遊漁
の対象になりやすいためと思われます。
遊漁者団体による放流量が多いクロダイの例を
みると、平成 4 年度には全国で自治体等により
700万尾を上回る量が放流されていましたが、そ
の後、クロダイの魚価が下がってきたこと等の理
由から漁業者の関心が低くなり、平成17年度の放
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昭和58年度〜平成17年度 クロダイの種苗放流量
の推移（全国総数および遊漁団体）

まえて「責任ある栽培漁業」の展開が謳われてお

2 遊漁団体の種苗入手先

り、放流魚による天然魚との置換え、遺伝的多様
性への影響、系群への影響等に配慮するように努

魚類の種苗生産は、国や都道府県等の栽培漁業

めることとされています。各県の栽培漁業センタ

センターをはじめ、漁協や民間機関等で行われて

ー等では、この基本方針に基づき、放流用種苗を

おります。しかし、遊漁者団体自らが種苗生産し

生産する過程で、地先の天然親魚を適正な数確保

放流している事例はなく、放流種苗はこれらの何

すること、養殖用種苗は放流しない等の配慮が行

れかの機関から入手することとなります。平成17

われています。これらの配慮は、漁業という観点

年度の実績では、遊漁団体による放流が13例報告

からだけでなく、国民の財産としての魚を将来に

されておりますが、これらの事例では、いずれも

渡って確保するためのものです。この基本方針は、

都道府県等の栽培漁業センターから種苗が入手さ

法律的には栽培漁業を進めるためのものですが、

れていました。

その根本は地先の魚を将来に渡って獲り続けるこ
とが出来るようにするためのものであり、この観

おわりに

点は、漁業にも遊漁にもあてはまるものだと思い
ます。

「栽培漁業種苗生産、入手・放流実績（全国）」

遊漁者と栽培漁業の関係については、冒頭にあ

調査は、全国における栽培漁業の現状を調査する

げた神奈川県のように協力金を徴収する試みを始

ために行っているもので、各都道府県等の栽培漁

めている例もありますが、まだまだ地域によって

業センターが行っている種苗生産や放流、都道府

かなりの温度差があります。今回の結果にある遊

県に報告があった種苗放流の状況をとりまとめた

漁者団体による種苗放流は、自治体等が行ってい

ものです。遊漁者団体が行っている放流について

る放流に較べて量的には少ないものですが、遊漁

は、団体の協力により放流の実績を報告していた

者も自ら進んで種苗放流を行おうとしていること

だけたものや種苗を栽培漁業センターから入手し

の意味を十分に考えていく必要があるのではない

たものだけが集計の対象になっているため、一部

でしょうか。これまでにも、遊漁者に栽培漁業に

が記載されているにすぎないと思われます。イン

ついて理解を求める試みは行われていますが、多

ターネット上の情報をみると、放流実績に記載さ

くは稚魚を釣らないようにしましょうといった放

れていない遊漁者による種苗放流の例が数多く見

流種苗の利用の面からのものでした。今後は、栽

受けられます。これらの数字を勘案すると、全国

培漁業の目的や方法も含めて理解を得ながら、協

で少なくとも数十万尾以上の種苗が遊漁者団体等

力しあえる関係を構築することが重要ではないで

によって放流されているものと推察されます。

しょうか。

栽培漁業における種苗放流に関しては、農林水
産省が概ね 5 年毎に公表する「水産動物の種苗の
生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本
方針（平成17年 2 月に公表）」、いわゆる「栽培漁
業基本方針」に従って各県が作成する｢栽培漁業
基本計画｣により、種苗生産や放流の対象となる
魚種や数量の計画等が記載されています。現行の
「栽培漁業基本方針」は、平成17年 3 月に第 5 次
基本方針として公表されたもので、その中には、
世界的な生物多様性や生態系への配慮の流れを踏
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豊かな海づくりに関する現地研修会

「オキナワモズクの養殖技術」について
鹿児島県大島支庁農林水産部林務水産課
技術主査

板 坂 信 明

開 催 月 日：平成19年 8 月 2 日（木）
開 催 場 所：鹿児島県奄美市名瀬港町

名瀬漁業協同組合会議室

研修対象者：奄美大島モズク養殖業者、関係漁協、関係市町村、県水技センター、県大島支庁林務
水産課
出 席 者 数：42名（講師 1 、養殖業者22、漁協 9 、市町村 2 、県 5 、海づくり協会 1 、新聞記者 2 ）

石川氏による講演

1

研修会の様子

「オキナワモズク養殖発祥の地は、奄美大

海域だけであるが、近年の本県における生産量は

島！」
（本県におけるモズク養殖）

約20トンから200トンであり、年による変動が大

1970（S45）年、鹿児島県水産試験場（以下水

きく、沖縄県の生産量（15,000トン、多い年は約

試）大島分場は、当時、天然モズク塩蔵品 1 缶

20,000トン）と比べると非常に少ない。

（18L石油缶）が9,000円もすることから水試本場
へ「オキナワモズクの養殖ができないか？」と相
が

昨年 7 月に奄美大島北部（笠利、龍郷地区）の

一段落し、長年の海藻養殖技術のノウハウを蓄積

モズク養殖業者が集まり情報交換会を行った。そ

していたため、モズク養殖技術開発研究にアイデ

の会の中で、会長・副会長の選出、年 1 回漁期終

アや資材の調達等を積極的に行ったと、鹿児島県

了後に情報交換の場を設けることを了承した。さ

水産技術のあゆみに記されている。

らに、今後この情報交換の場を活かし、研修会の

談。水試本場は10年来の

アマノリ養殖研究

現在、大島支庁管内にモズク養殖場としての区
画漁業権が28件免許されている。その内訳は、奄
美大島本島に27件、与論島に 1 件であり、昨年、
一昨年に新しく免許された漁場も 9 件ある。
本県においてモズク養殖を行っているのは奄美
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2 研修会開催に至る経緯

実施や販路拡大等の流通対策についても協議して
いく方向性が示された。
また、昨年、一部の新規着業者からの要望があ
り、沖縄県本部町において人工採苗の視察研修を
行った。ここでは、自ら人工採苗によるモズク養

殖を行っている漁業者と沖縄県普及指導員の丁寧
な指導を受ることができたが、視察研修を行った
のはごく一部の業者に限られた。
定着を図ろうと、（社）全国豊かな海づくり推進
修会

○沖縄県における養殖技術について
養殖の流れは、採苗（ 8 〜11月）→種付け

このため、より多くの養殖業者に技術の普及、
協会の実施する

設備のある培養施設が必要等がある。

豊かな海づくりに関する現地研

に企画・提案させて頂いたところ、今回、

この現地研修会が実施されることとなった。
また、標記研修会の翌日には、同協会主催の
『漁業者に対する磯焼け対策ガイドライン説明会』

（11〜 2 月）→沖出し（12〜 3 月）→本張り
（ 1 〜 5 月）→収穫（ 4 〜 6 月）である。
収穫から出荷の流れは、ポンプによる収穫→
船上での選別→水揚げ検量→洗浄→塩蔵→梱包
→出荷である。洗浄には洗浄機を使用し、梱包
されたモズクは、出荷まで冷凍庫で保管される。
沖縄県のモズク養殖における今後の課題とし

を開催して頂いた。関係者の御協力により無事に

ては、 安定生産

２つの研修会を終えましたので、ここに現地研修

関係解明と安定生産により単価の変動を防ぎ安

会の概要について報告します。

定収入を図ること等がある。

3 現地研修会の概要

であり、漁場環境との因果

（2）質疑応答、意見交換

本研修会は、奄美市の名瀬漁協会議室において

質疑応答では、多くの質問が出され、石川主任

開催された。モズク養殖業者の関心は高く22名の

が沖縄県の事例や実際の作業方法等について丁寧

養殖業者の出席があり、関係漁協等を含め総勢42

に回答された。

名が参集した。講師に沖縄県水改センター石川主

主な質疑の内容は、種付けや本張りの時期と水

任を招き、講演、質疑応答、意見交換を行った。

温の関係、赤土の影響、収穫量、盤状体の管理方

（1）講

演

法、拡大培養の方法等についてであった。特に赤

「オキナワモズク養殖技術について」

土による影響については、今漁期、被害を受けた

沖縄県水産業改良普及センター
主任

石川貴宣

○沖縄県における人工採苗技術について
現在もシートを用いた採苗が主体であるが、
天候の影響を強く受けるため、より安定的に採

業者があり、沖縄県における被害状況や対応策に
ついて熱心に質問をしていた。
また、奄美では夾雑物の除去をすべて手作業に
頼っているため、洗浄機を利用した省力化につい
ても質疑応答がなされた。

苗するための人工採苗技術が平成11年に確立さ
れた。フリー盤状体による種保存、培養技術も
確立されている。

4 『奄美群島モズク生産流通協議会』の発足
現地研修会終了後、モズク養殖業者が一同に会

採苗から拡大培養の手順については、①寒天

したこの機会を活用し、昨年 7 月に奄美大島北部

培地の準備、②母藻の確保、③採苗、④分離・

のモズク養殖業者により結成された業者会を奄美

培養、⑤拡大培養となっている。

大島全体に拡大することとし、新たに会の名称、

①寒天培地の準備については、培地作製の手

会則、会員の範囲等について定めた（会員数27名）。

順及び添加する栄養塩等が示された。③採苗に

会員相互間の親睦と会員相互の協力により、モ

ついては母藻から寒天培地への採苗の方法、手

ズク養殖技術の改善や、経営の合理化並びに諸問

順が示され、④分離・培養については、洗浄、

題の検討を図る他、地域の活性化の為に貢献し、

分離植え継ぎの方法及び培養条件（水温、照度

奄美群島の水産振興の発展に寄与することを目的

等）等の説明があった。⑤拡大培養については、

とした協議会会則も承認され、今後も情報交換及

液体培地による培養方法とモズク網への人工採

び研修等を実施していくこととなった。

苗（種付け）方法等について示された。
人工採苗のメリットは、必要な時期に必要な
量が確保できること、雑藻の混入が少ないこと、

5 おわりに
本研修会は、台風接近のため、実施か、延期か

濃密に採苗ができること等がある。また、デメ

の判断を迫られたが、予定通り実施することとな

リットとして種の分離や培養作業が面倒、冷房

った。幸い台風の影響はさほどなく無事に実施す
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ることができた。多数の関係者の出席と充実した

カロリーであるため大きな需要があるが、ワカメ

講演内容、意見交換により、有意義な研修であっ

のメカブ等、モズクのライバルとなるものも多い。

た。

一般的な食べ方の酢の物や吸い物だけでなく、モ

モズク養殖では、まず、種付けがうまくいくこ

ズクソーメンやかき揚げ等、食べ方の工夫による

とが収益を上げる条件となる。現在、奄美大島で

消費拡大も図っていく必要がある。さらに、モズ

はシートを用いた採苗を行っているが天候の影響

クに含まれるフコイダンは、免疫力の増強作用や

や場所等の問題があり、常に安定した採苗が行わ

肥満の防止作用等の効果があることの報告もあ

れているわけではない。人工採苗技術の導入によ

り、一部企業では、既にサプリメント等の商品化

り安定的な種付けが可能になり、生産量の増大が

がなされている。モズクはフコイダン抽出に適し

可能になると思う。

た材料であるとのことで、このような利用拡大は

また、奄美大島のモズクは、太く、歯ごたえが

生産者にとって追い風になると考える。

あり美味しいと言われている。生産量が少ない奄

今回の研修を機にモズク養殖業者の組織化も実

美のモズクは、品質にこだわりを持ってブランド

現し、さらなるモズク養殖の発展を期待したい。

化を進め差別化を図る必要があると考える。沖縄
県の生産状況により単価が大きく変わる状況の
中、差別化することで単価の高位安定を目指す必
要がある。

6 謝

辞

お忙しい中、奄美大島へお越し頂いた沖縄県水
産業改良普及センター石川主任に深く感謝を致し

健康ブームの昨今、海藻はミネラルが豊富で低

ます。

第28回全国豊かな海づくり大会のプレイベント
が新潟県新潟市の朱鷺メッセで式典が開催され、
会場周辺でヒラメの放流と、関連行事が行われ市
民等 1 万人強が参加した。
大会のテーマに、応募総数1,085作品の中から、
佐渡市の中学 2 年生小谷真美さんの作品「生きて
いる

生かされている

この海に」が最優秀作に

選べれ、また、大会キャラクターは、応募総数
1,957作品の中から、さいたま市の高見澤アカネ
さんの作品、「まもりん」が最優秀作品に選ばれ
た。
ヒラメの放流行事では（社）新潟県水産振興協
会でふ化させ、10㎝程度まで飼育したヒラメの稚
魚が市民と共に放流された。
海づくり協会はイベント会場に栽培漁業啓発コ
ーナーを設け、栽培漁業に関するパネルの展示や、
「知ってる？栽培漁業」パンフレットなどのグッ
ズを参加者に配布し、栽培漁業への理解を深めて
もらうための活動を実施した。
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新潟県大会キャクラター「まもりん」

豊かな海づくりに関する現地研修会

「漁業集落・地域維持のための資源管理に関する
日本と欧米との比較考察」について
兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター
普及部専門技術員

中 西 寛 文

開 催 月 日：平成19年 9 月21日（金）
開 催 場 所：神戸市教育会館203号室（兵庫県神戸市中山手通四丁目10−5 ）
研修対象者：姫路市水産漁港課、兵庫県豊かな海づくり協会、兵庫県水産振興基金、兵庫県信用漁
業協同組合連合会、県農林水産振興事務所、県水産課、県水産センター、大輪田塾生
出 席 者 数：19名（講師 1 、話題提供 1 、漁業者 2 、市 1 、豊かな海づくり協会 2 、水産振興基金 2 、
県信漁連 1 、県 8 、全国豊かな海づくり推進協会 1 ）

牧野光琢氏による講演

研修会の様子

1 はじめに
豊かな海づくりの一環として、（社）全国豊か
な海づくり推進協会の実施する豊かな海づくりに
関する現地研修会に本県から提案したところ、標
記研修を採択いただきましたことに対して厚くお
礼申し上げます。
多くの方々のご協力により研修会を終えました
ので、その概要を報告します。

講演の内容が、外国との制度の比較やその背景
にある魚や漁師に対する社会的な位置づけなど普
段あまり聞くことのできない内容でしたので、当

2 研修会に至る経緯
当水産技術センターの主任研究員が出席した全
国会議で、今回講師をして頂いた牧野さんの講演
を聴いて感銘を受け、是非兵庫県の水産関係者に
も聞かせたいと考えたのが今回研修を提案開催す
るきっかけとなりました。

研修を漁業者幹部の養成機関である大輪田塾の単
位対象講座としてもらい、塾生にも参加頂きまし
た。
3 現地研修会の概要
当研修会は、兵庫県庁近くの神戸市教育会館で
開催しました。
通常は栽培漁業センターや水産技術センターで
開催するのですが、東京からのアクセスや聴講生
の集まりやすい場所と言うことで選定しました。
県水産課 大谷課長からの挨拶後、話題提供
を小職からおこない、独立行政法人水産総合研究
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センター中央水産研究所の牧野光琢氏から講演を
して頂きました。
話題提供、講演、意見交換の概要は次のとおりで
す。
（1）話題提供
兵庫県における資源管理・栽培漁業
県水産技術センター普及部
専門技術員 中西寛文
兵庫県における栽培漁業の取り組みは、中間育
成としては、昭和38年に県営中間育成センターが
設置され、同年にマダイ、翌年にはクルマエビの

コントロールや監視をするべき対象になってお

中間育成を行ったところから始まった。人工種苗
の生産は、昭和45年に水産試験場内にクルマエビ
の水産種苗センターを建設し本格始動した。
現在は、県の施設と県豊かな海づくり協会の施
設が日本海側、瀬戸内海本土側、淡路島に 5 箇所
設置され、マダイ、ヒラメ、マコガレイ、クルマ
エビ、ガザミ、アワビ類、サザエ、オニオコゼの
種苗生産が行われている。
また、資源管理型漁業としては、国の補助事業
を受けながら昭和63年から事業が始まっており、
現在は日本海側ではアカガレイ、ベニズワイガニ、
瀬戸内海側ではサワラ、小型底びき網漁業を対象
に資源回復計画の実践に取り組んでいることを紹
介した。

り、行政の役割は許容漁獲量の設定や漁業取締り
が主である。
一方、日本における資源管理では資源を利用す
る漁業者が資源管理や漁業調整の一翼を担ってお
り、行政は漁業者の活動をサポートする立場をと
っている。
背景としては、英米法型の発祥である北海では
漁業者や漁船が少なく（イギリスの漁船は7,110
隻）、漁獲対象もスケソウダラなど生物相が単純
な構造であることから、年変動も少なく数式を用
いた管理がしやすいことがある。
日本では、これに対して漁業者・漁船・対象魚
種・漁業種類が著しく多く、年変動が激しい。こ
のことから日本においては、資源の変動に合わせ
て柔軟な対応が求められ、漁業者が自主的な管理
を行う方法がとられるようになったと考えられ
る。
このような日本的な資源管理は長年に渡り機能
してきた事例として近年世界的に高く評価されて
おり、国際機関においてこのような管理制度を共
同管理（コ・マネジメント）と呼んでいる。
現在、英米型の資源管理が広く世界に浸透する

（2）講演
「漁業集落・地域維持のための資源管理に関す
る日本と欧米との比較考察」
独立行政法人水産総合研究センター
中央水産研究所 牧野光琢
これまでの水産資源学は英米法諸国（英国、米
国又はそれらの植民地）で発展したもので、世界
中の理論を先導している。
英米法のもとでは資源管理や漁業調整は国が負
うべき公的責務であり、市場原理に基づく出口規
制（総量規制）により管理を行っている。これら
の管理の元では資源を利用する漁業者は、政府が
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中で、北海でうまくいった理論も場所や歴史が異
なるところでは行き詰まることが多く見受けられ
るようになった。
特に零細漁業者が大量に存在するアジア太平洋
やアフリカ諸国においては、英米型の管理手法か
ら日本的な管理手法である共同管理の導入を積極
的に検討する動きがある。更に漁業協同組合の設
立をおこなうところもある。
また、先進国における資源管理でも期待した効
果が得られないことから（「先取り競争の防止」
や「市場による独占などの修正」を見込んだITQ
（譲渡性個別割当）が、うまく機能せず、寡占状
態に陥って、従来からあった漁村が魚を利用でき
ない（ITQを手に入れられない）などの悪い面が

目立つようになってきたため、）漁業集落団体に

料・家庭用品メーカーのユニリーバと世界最大

IQ（漁獲割当）を付与するなどの制度改良の試

の環境保護団体WWF（世界自然保護基金）が

みが行われるようになってきた。
現在、欧米型の資源管理は世界において主流で

作り上げた協議会。消費者の選択を通して持続
可能な漁業を促進することを名目にMSCが持

はあるが、欠点も多く、効率のみを優先した画一

続可能な取り組みを行っている漁業製品に対し

的な制度の危険性を露呈しつつある。また、資源

て水産エコラベルの認定を行っている。

管理施策は費用と便益が存在するが、貨幣評価で

このMSCの認定は、国内でも動き出してお

きないものが多く（食糧供給、雇用の創出、地域

り、京都府がズワイガニとアカガレイで水産エ

の均等・発展、文化の継承）、これらの社会的な
役割を正当に評価し、広く国民に認知させると共

コラベルの認定を受けようとしている。認定に
は多額の費用がかかり、更新にも費用が必要な

に役割に見合った施策を展開することが重要であ

ため、認定・更新には、費用面でも大きな負担

る。
（3）質疑、意見交換
Q1 漁業法・水産資源保護法によるTAC管理も
可能であったと思うが、TAC法を新たに作った
ことにより、整合がとれにくい体制となったよ
うに思うがいかがなものか。
A1 そのような要素はあるが、良い点としては、
TAC法によりEEZ内から外国漁船を閉め出すこ
とができたことがあげられると思う。
また、数少ない優良例としては、これまで大
漁貧乏を防ぐために生産調整を行っていたサン
マ漁は、そのままでは独占禁止法に触れるとこ
ろであったが、TAC法による資源管理によって
生産調整を行うことができている。
Q2 世界の栽培漁業の取り組み状況はどうか。
A2 養殖のための種苗生産が主流である。
中国では渤海で 6 〜 8 月エビを禁漁にすると共
に、大量の種苗を放流している。
世界的には栽培漁業を行うところも出てきては
いるが、まだ主流ではない。
Q3 高木提言の中で、ノルウェーで資源が枯渇
した後、資源管理によりＶ字回復したと記述さ
れている。具体的にはどのようなことを取り組
んだのか。
A3 ノルウェーでは石油についで、2 番目に重
要な産業として水産業が位置している。そのた
め、トップダウンを行ったと聞いている。具体
的な施策については不明。しかし、言われてい
るほどのＶ字回復が生物学的にあったかについ
ては疑わしい。ノルウェーの水産は船も少なく、
魚種も単純であり、確かに管理しやすいとは思
う。
Q4 イギリスから始まったMSCによる水産エコ
ラベルの動きと日本における受け入れ状況につ
いて
A4 MSC（海洋管理協議会）は世界有数の食

を覚悟しなければならない。
一方、国内の動きとしては、大日本水産会が
MEL（マリン・エコラベル・ジャパン）を立
ち上げ、国内独自の水産エコラベルの創造を行
おうとしている。
4 おわりに
意見交換会では、予定していた時間を超過して
の活発な意見交換が行われました。
年配者の意見が絶えなかったため、圧倒された
若者出席者の意見が少なかったことは兵庫県での
今後の課題となりそうです。
今回の研修や意見交換を通じて、日本型の資源
管理型漁業が世界的にも注目されており、アジ
ア・アフリカでの手本になっていることがわかり
ました。また、栽培漁業における種苗生産や放流
が日本近隣の国に置いても実行されていることが
わかり、事業を取り組む上で新たな励ましになっ
たように思いました。
今回講師を務めて頂いた牧野さんは、実はFAO
の国際会議でベトナムから研修当日に成田に帰国
されたばかりでした。その足で神戸まで移動され
てきたのでさぞかしお疲れと思っていましたが、
講演では米英型思考の背景とその思考に基づく資
源管理の実践内容、日本・欧米の取り組みの比較
やアジア・アフリカにおける日本型共同管理への
関心の高まりなどとても分かりやすく丁寧に講演
して頂きました。また、懇親会までお付き合い頂
き、第 2 部でも活発な意見交換を行っていただき
ました。改めて感謝申し上げます。
また、全国豊かな海づくり推進協会の水田調査
役には研修会の準備にあたり、兵庫県の事情を考
慮頂き大らかな運営のもと当方の都合の良いよう
に研修会を開催させて頂きました。改めてお礼申
し上げます。
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平成19年 7 月23日（月）から27日（金）までの

がありました。イセエビやウナギの子供を実際に

5 日間、農林水産省「消費者の部屋」において、

観ることができたこと、円筒の水槽に展示された

水産庁栽培養殖課による特別展示が開催されまし

アマモがきれいだったこと、クロマグロやトラフ

た。

グの剥製が大きくてインパクトがあったこと、展

栽培漁業を中心に「豊かな海づくり」の取り組

示の説明が丁寧であったことなどが「満足」の理

みを紹介したパネル展示、水槽展示、はくせい展

由のようです。また、「今後も栽培漁業を中心に

示、ビデオの上映など、独立行政法人水産総合研

「豊かな海づくり」を実施した方がよいか、この

究センターと神奈川県とともに全国豊かな海づく

ままでよいか」については約70％の来場者から

り推進協会も協力いたしました。

「もっと実施したほうがよい」と回答がありまし

なかでも、独立行政法人水産総合研究センター

た。

からのウナギ、クエ、イセエビ、ズワイガニの稚
魚、神奈川県からのアマモとマダイの展示コーナ
ーは、子供から大人まで大勢の方が初めて見る珍
しい生き物の観察を楽しんでいました。
全国豊かな海づくり大会コーナーでは、本年11
月11日に滋賀県で開催されるびわ湖大会のお知ら
せと、琵琶湖の名産ニゴロブナが水槽で展示され
大会のPRが行われました。また、来年 9 月開催
の新潟大会のお知らせ等も行われました。

水槽展示されたズワイガニの稚魚

また、ゲームコーナー
では、栽培漁業のクイズ
に挑戦する小学生や大人
の姿など和やかなにぎわ
いがあり、会場には
1,376名を数える大勢の
来場者があり、「消費者
の部屋」担当官より、今
年度の特別展示では上位
の入場者数であったこと
が報告されました。
栽培養殖課が実施した
アンケートでは1,219名
から回答が得られ、「展
示を見た感想は？」につ
いては約80％の来場者か
ら「満足した」との回答
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大人から子供まで幅広い年齢層の人々が来訪

平成19年度漁協等実践活動支援事業
この事業は漁業協同組合やその下部組織の団体が実施している水産動植物の増殖及び養殖の推
進、水産動植物の育成環境の保全、資源の適切な管理及び都市と漁村の交流の実践等に関する活動
を推進するために必要な経費の一部を助成するものであり、事業の結果は報告書として印刷し、関
係機関に配付することにより、これらの活動を全国各地の漁協等へ普及、定着促進を図ることを目
的としています。
平成19年度は以下の団体、課題について活動を助成しております。（海づくり協会業務部）

１ 北海道 上磯郡漁業協同組合青年部「ヒラ
メ標識漂流」
平成 8 年以降ヒラメ人工種苗の大量放流を実施
しているが、北海道津軽海峡を含む日本海海域で
はヒラメ未成魚の保護のため資源管理協定により
全長35㎝未満のヒラメについて自主規制をしてい
るが35㎝未満も漁獲されているのが現状である。
当該青年部では現行の自主規制の徹底のため25
㎝〜35㎝のヒラメに標識を装着して再放流を行う
ことにより放流後の移動・分布・成長を把握し資
源管理を行う上で必要な基礎資料の蓄積を目的と
する。
２ 青森県
産試験」

後潟漁業協同組合「マボヤ種苗生

ホヤ種苗の導入先の県に新疾病が発生したこと
から、県外産種苗の導入を自粛することとなった
ので、青森市管内でホタテガイ、ナマコに続く生
産高を占めるホヤ養殖を存続させるため、湾内産
のホヤを使用し、種苗生産の可能性を検討する。
３ 岩手県 養殖イワガキの適正管理試験「大
船渡市漁業協同組合」
イワガキとマガキは出荷時期が異なり、マガキ
と合わせて生産することによって、通年出荷が可
能となる。さらに、イワガキはマガキに比べ、単
価も高く、イワガキ養殖の推進は、当地区漁業の
振興策として有効である。
当該組合におけるイワガキ養殖は平成10年度か
ら行なわれているが、近年、夏から秋にかけてイ
ワガキ種苗が大量にへい死しており、そのへい死

率は高いところで80％を超えているので、平成18
年度から種苗の適正な管理条件を検討するため、
種苗の搬入サイズや原盤の垂下水深などによる成
長と生残について調査を進めて来たが、適正な飼
育条件を明らかにするためには、数年に渡る調査
が必要であり、引き続き、成長と生残率を比較し、
イワガキ種苗の適正な飼育方法を検討する。
４ 千葉県 千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合
キンメ部会「キンメダイ資源管理の実践」
キンメダイ漁場の永続的な利用を目的として、
規約に基づいた操業調整を図るとともに、資源管
理に基づいた操業を実践するべく①協議会の開催
による操業規約の見直しと確認、②標識放流によ
る移動調査の継続、③資源監視システムの安定的
運用、④キンメダイの鮮度保持技術導入試験の実
施などの取組みを行う。
５ 神奈川県 葉山アマモ協議会「葉山町アマ
モ場再生活動」
かつてあった広大な葉山のアマモ場を再生し、
現在残されたアマモ場を含めて葉山町アマモ場の
保全を目指すため、18年度はアマモが消滅した鎧
摺小浜における適地評価、アマモ移植試験を行い、
その結果波浪により移植アマモが流出する部分も
あったので、19年度は、この課題を克服したアマ
モ場再生を計画および実践する。
６ 新潟県 大倉田アワビ研究会「アワビ類の
標識放流追跡調査」
地域の重要な磯根資源であるアワビ類の効果的
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な放流手法の確立を目的とする。昨年度の調査に
より、種苗放流後の短期的な放流効果を把握出来
たが、漁獲サイズでの放流効果検証にはさらに長
期的な追跡調査が必要となるので、引き続き追跡
調査を行い、放流効果の検討を行う。
７ 富山県 新湊漁業協同組合「ガザミ種苗の
中間育成及び放流事業」
ガザミの水産資源の安定と刺網漁業者の水揚げ
の増加を目的として、堀岡養殖漁業協同組合の水
槽を借用し、18年度結果から新たに隠れ家の設置
やかん水状況の改善等の加え、水研からのガザミ
種苗200千尾を用いて中間育成後、放流し水揚げ
量の増加を調べる。
８ 静岡県 浜名漁協採貝組合連合会「アサリ
移殖稚貝の保護管理」
アサリ移殖稚貝のツメタガイによる食害防除対
策として、鋤簾を用いたツメタガイ成貝の駆除を
定期的に実施し、資源管理の意識啓発を行う。
９ 愛知県 小鈴谷漁業協同組合青年部「ハマ
グリ種苗放流事業」
新たな漁獲対象種を獲得するため、単価の高い
ハマグリの幼貝を地先へ放流するとともに、食害
種の駆除を行って定着および増殖を促し、漁家の
経営安定を図る。
10 三重県 志摩の国漁業協同組合和具青壮年
部「イセエビ漁と海女小屋体験による都市・
漁村交流活動」
青壮年部が小学校等と連携して、都市部に住む
多くの子供たちを漁村地域に招き入れ、漁業や漁
村生活を体験することにより、漁村に住む人々と
の交流を深め、あわせて三重で獲れる水産物のす
ばらしさを学び、海の環境や資源を大切にする心
を育んでいただくことを目的として交流活動を実
施する。
11 京都府 伊根養殖組合「伊根産養殖魚のイ
メージアップの取組み」
18年度は京都市中央市場の仲卸、料飲店を対象
に漁場見学ツアーを行い、中央市場で展示会を開
催した。その結果、消費地市場での知名度ができ、
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新規顧客を開拓することができので、19年度は、
伊根の養殖ブリの品質が良好なことをさらに徹底
するとともに、実際の販売対象となる高級料飲店
等に対する働きかけを行うため、販売促進活動や
伊根産養殖魚を紹介するパンフレット、ラベル等
の作成と鮮度向上のために出荷方法マニュアルの
検討・作成を行う。
12 大阪府 大阪府漁業協同組合連合会サワラ
流網漁業管理部会「サワラの中間育成と放流
種苗の輸送方法の検討」
瀬戸内海でのサワラ資源の回復を図るため、海
上生簀による中間育成により10㎝サイズの種苗放
流と放流適地への種苗放流を行う際の種苗にスト
レスを与えない輸送方法を検討する。
13 兵庫県 但馬地区栽培漁業推進協議会「稚
魚育成状況現地調査」
マダイ・ヒラメの粗放的中間育成のための囲い
網設置場所の底質調査と放流尾数の正確な把握を
ダイバー並びにモニターカメラにより行いより効
率的な放流尾数の検討等を行う。
14 和歌山県 北箕島漁業協同組合ノコギリガ
ザミ研究会「ノコギリガザミとガザミの放流
事業と普及活動」
ガザミ類の資源回復及び漁獲量増加のため、種
苗の中間育成・放流を実施するとともに、刺網主
要魚種であるガザミ類を、10月中旬に開催される
地元住民や近隣市部住民らが多く集まる「有田う
まいもん祭り」でカザミ汁の試飲会を行い当該漁
協のガザミの普及に取り組む。
15 島根県 漁業協同組合JFしまね平田支所
「キジハタ中間育成放流事業」
漁獲量の減少、魚価の低迷、燃油高騰により悪
化する漁家経営の改善を図るため、管内沿海域で
漁獲され、高級魚として取引されているキジハタ
の中間育成・放流を行い、キジハタ資源の増大及
び漁家経営の安定化と改善を図る。
また、異なった飼育環境で中間育成を行い、効
果的な中間育成方法を検討を行う。
16 岡山県 日生町漁業協同組合流瀬組「サワ
ラの中間育成及び放流手法の検討」

積極的なサワラ資源の回復を図るため、引き続
き香川県との中間育成方法の違いによる歩留ま
り、成長等の比較を行う。また、再捕状況調査に
ついても、香川県とともに調査を行い放流後の移
動分散状況把握や放流効果の実証に努める。中間
育成技術については、過去の取り組みで概ね確立
できたため、育成作業の省力化、コスト削減に努
め歩留まり向上を目指す。
17 広島県 呉豊島漁業協同組合「キジハタ海
面中間育成におけるシェルター設置効果の検
討」
キジハタ中間育成における、シェルター設置の
有効性を確認するためシェルター設置区と未設置
対象区を設けて生残、成長を比較する。中間育成
後、シェルター設置区と未設置区の種苗に放流時
の行動に違いが現れるか検討する。また、各作業
に地元漁業者を積極的に参加させることにより、
資源管理の重要性を再認識させ、栽培漁業に対す
る協力体制のより一層の強化を図る。
18 山口県 山口県漁業協同組合王司支店ハマ
グリ保護・管理グループ「ハマグリ保護区の
設置による歩留まり、成長及び移動の調査」
被覆網や竹芝などによりハマグリ保護区を設置
し、各保護区のハマグリの歩留まり、成長及び移
動を調査し、当干潟に適したハマグリ保護区を見
出すことを目的とする。
19 徳島県 浅川漁業協同組合海藻養殖研究会
モズクグループ「キシュウモズク養殖技術の
開発」
当該地区の新たな漁業種類としてのモズク養殖
技術を確立するため、漁業者が実践できる種苗の
拡大培養技術と養殖技術を開発する。
20 長崎県 長崎県 有川町漁業協同組合「食
害対策を重視した効率的な藻場造成について」
簡易なカゴを用いて海藻を保護し、母藻にまで
生育させて、周辺域への遊走子の供給源にすると
ともに、数種の海藻の移植および人工コンブ等の
設置により増殖対象藻類への食害の軽減を図り、
効率的かつ広域的な藻場の回復および磯根資源の
増大を目指す。

21 熊本県 八代漁業協同組合「標識クルマエ
ビ放流効果調査」
18年度は、大型種苗（約40㎜）に尾肢切除標識
を施して囲い網で馴致した後放流し、八代海の各
地先において効果調査を実施し、回収状況及び生
態等について把握したが、種苗放流時期や標識装
着時の種苗取り扱い方法及び調査体制の整備等の
問題点が残された。19年度は、昨年度と同様に大
型標識種苗の放流を実施し、前述の問題点を改善
することにより、より正確な放流効果の把握に努
める。
22 鹿児島県 串木野市島平漁業協同組合「ク
エ中間育成・放流及びワカメによる藻場造成試
験」
クエの中間育成・放流：クエは定着性魚種で放
流後の移動が少なく、また、主要漁業である一本
釣の対象であることなどから栽培漁業の対象種と
して期待が高い。本事業により中間育成・放流す
ることで、当海域においてクエを漁獲資源として
定着させることを目的とする。
ワカメによる藻場造成試験：藻場は魚介類の産
卵場や幼稚仔の成育場として非常に重要である
が、近年各地で、磯焼けや藻場の消失が問題とな
っている。藻場の減少は当海域においても著しく
ので、ワカメ種糸展開による藻場造成試験を実施
し、藻場の回復を図ることを目的とする。
23 沖縄県 沖縄県もずく養殖業振興協議会
「もずく養殖漁場における照度測定」
もずくの養殖には日照や水温・栄養塩・潮の流
れ等様々な要素が影響を及ぼすと言われている。
そこでもずく養殖漁場に記録型照度計を設置し、
照度・水温を測定することで照度と水温がモズク
の生育に及ぼす影響について調査・検討を行う。

平成20年度も引き続き、漁業協同組合やその下
部組織の団体等の「豊かな海づくり」を推進する
活動に対して助成事業を実施したします。
現在、平成20年 1 月18日（金）締め切りで、各
都道府県水産主務課に該当する活動団体の推薦方
依頼を行っておりますので、当該事業の有効活用
をお願いいたします。
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福田康夫内閣発足（平成19年９月26日付）
農林水産大臣に若林正俊氏が再任
安倍晋三首相の辞任に伴い、福田康夫内閣が平成19年 9 月26日に発足し農林水産大臣に若林正俊氏が
再任され、就任した。
また、農林水産副大臣に今村雅弘衆議院議員、岩永浩美参議院議員が、農林水産大臣政務官に谷川弥
一衆議院議員（再任）
、澤雄二参議院議員が再任された。

水産庁長官に山田修路氏（生産局長）が就任（平成19年９月７日付）
白須敏朗前長官は農林水産事務次官に
若林正俊農林水産大臣は平成19年 9 月 7 日に小林芳雄農林水産事務次官から出された辞表を受理し、
後任に白須敏朗氏（水産庁長官）を任命した。
後任の水産庁長官には農林水産省生産局長の山田修路氏が就任した。

農林水産大臣に若林正俊参議院議員が就任（平成19年９月３日付）
安倍晋三首相は遠藤武彦農林水産大臣から 9 月 3 日付けで提出された辞表を受理し、同日付けで後任
に若林正俊参議院議員（長野選挙区）を任命した。

安倍改造内閣発足（平成19年８月27日付）
農林水産大臣に遠藤武彦衆議院議員
農林水産副大臣に今村雅弘衆議院議員、岩永浩美参議院議員
農林水産大臣政務官に谷川弥一衆議院議員、澤雄二参議院議員
安倍晋三首相は平成19年 8 月27日に安倍改造内閣を発足させ、農林水産大臣に遠藤武彦衆議院議員
（山形２区）が皇居での認証式を経て、就任した。
政府は 8 月29日の臨時閣議で副大臣を決定し、農林水産副大臣には今村雅弘衆議院議員（佐賀 2 区）、
岩永浩美参議院議員（佐賀選挙区）が皇居での認証式を経て、就任した。
また、8 月30日の臨時閣議で大臣政務官を決定し、農林水産大臣政務官に谷川弥一衆議院議員（長崎 3
区）と澤雄二参議院議員（東京選挙区・公明党）が就任した。

若林正俊環境大臣が農林水産大臣を兼任（平成19年８月１日付）
安倍晋三首相は平成19年 8 月 1 日に赤城徳彦農林水産大臣から提出された辞表を受理し、若林政俊環
境大臣が農林水産大臣を兼任する発令を行った。

〈機関誌第12号の記事についての訂正とお詫び〉
1 ．21頁掲載の「投稿」・「栽培漁業についての私見」の記事は、当協会から、東京海洋大学の北田
修一教授に栽培漁業に関して執筆を依頼した「依頼原稿」であります。
ここに訂正してお詫び申し上げます。
2 ．54頁記載の「人事」欄で、独立行政法人水産総合研究センター関する人事異動で、① 4 月 1 日付、
「◇退職

中央水産研究所長（日本海区水産研究所長）仲添純一」とありますが、「◇中央水産

研究所長（日本海区水産研究所長）仲添純一」の誤りです、また、「 3 月31日付け」は誤りです
ので削除いたします。
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